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は じめに

本研究は,文 部科学省の科学研究費補助金特定領域研究における領域 「新世紀型理数

系教育の展開研究」の公募研究 として,平 成17～18年 度に実施 した内容を中心 とし,

かつ,平 成14年 度か ら5か 年にわた り進めた研究全体についてまとめたものです。

5年 前に,子 どもたちの論理性や創造性を育む新世紀型科学教育カ リキュラムの枠組み

を提案するとい う大変野心的な研究課題 を立てた時点で,こ の研究は,と てつもなく

規模 の大きい,複 雑 きわま りない教育事象全体 を研究対象にせ ざるを得 ないこととな

りま した。 このような対象に,厳 密 に証拠を論理的に積み上げてい く研 究スタイルが

適さないのは明らかです。そ こで本研究は,追 究すべきキー ワー ドとして,科 学的 リ

テラシー,科 学的探究能力,技 術的問題解決力,科 学技術人材育成,科 学コミュニケ

ーション
,科 学への学習意欲を設定 し,そ れぞれに対 して並列的にアプローチ しつつ,

それ らの関係を徐 々に整理することによって,最 終的に全体が統合 され るよ うに取 り

組みました。その過程で,特 定のテーマを中心に4冊 の報告書 ・研究資料 を刊行 しま

した。

国立教育政策研究所では,国 際的あるいは全国的な教育調査研究を長期的に継続実施

している他,今 目的な教育課題に対応 し,今 後の効果的な政策立案 に資する研究に取

り組んでいます。本研究は,科 学研究費補助金 とい う競争的資金を得て,科 学技術人

材育成 と国民の科学的 リテラシーの向上 とい う今 日の重要な政策課題の検討に貢献で

きる成果 となるよう努めました。また,理 科教師をはじめ,大 学や社会教育機関など,

科学教育 と科学コミュニケーシ ョンに関わる様々な方々に参考 としていただける情報

となるようにも努めま した。

研究は広範囲にわたるため,細 部の検討は未だ これか らとい う内容が多 く残 っていま

す。今後も研究内容の充実改善に努 めたいと考えていますので,皆 様か らの忌慨無い

ご意見ご批判を頂戴できれば幸いです。

終わ りにな りましたが,5年 間,本 研究を支援 して下 さいました特定領域研究総括班の

先生方,特 にいつ も温か く励ましていただきま したAO2班 総括の伊藤卓先生に,心 よ

り御礼申し上げます。

平成19年3月

国立教育政策研究所 小倉 康
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概 要

(1)日 本の科学教育は,科 学技術人材の育成と国民の科学的リテラシーの向上という2つ の課題に対

処するために,子 どもたちに,より創造的活動の基盤を身に付けさせ,専 門性や個性を発展できる学

習機会を拡大し,単 純作業よりも能動的生産者として活躍できるスキルを高め,科 学的探究と技術的

問題解決の経験を重ねることで,高 度な論理性と創造性を培う方向で改革される必要がある。このよ

うな改革によって,子 どもたちは,自 身にとっての科学を学習する価値を理解し,学習意欲が高まると

考えられる。そのための科学教育システム改革の具体的な指針,包 括的枠組みを示した。(第1章)

(2)す べての子どもたちに身に付けさせるべき科学的リテラシーに関する諸外国(米 国,カ ナダ,英 国,

OE CD)の 取組みの状況を,科 学的探究能力育成の視点から整理した。また,日 本の昭和20年 代

のカリキュラム改革:を再考し,今 日のカリキュラム改革における留意点を明らかにした。(第2章)

(3)目 本の科学技術カリキュラムにおける創成教育の現状と課題を明らかにした。(第3章)

(4)児 童生徒の科学への学習意欲の全国的な実態と,その向上に効果のある教育活動を明らかにした。

また,全 国的な実態との比較により,スーパーサイエンスハイスクールなどの特定事業の参加生徒の

科学への学習意欲の実態と特徴を明らかにした。(第4,5章)

(5)理 科好きの裾野を拡げ,トップを伸ばす科学コミュニケーションの在り方,及 び,注 目される科学コミ

ュニケーションの取組みの事例を示した。(第6章)

(6)先 進国における理工系学生の育成状況と効果的な国の施策,今 後の課題について,OECDに お

ける検討状況をもとにまとめた。(第7章)・

(7)理 科好きの裾野を拡げ,トップを伸 ばす上で先進的な科学カリキュラムとして,CASE(英 国),

FOSS(米 国),TwentyFirstCenturyScience(英 国)の特徴を報告した。(第8,9,10章)

(8)OECDPISA調 査における科学的リテラシーの最新の評価の枠組みを報告した。(第11章)

(9)科 学的探究能力育成のために開発した教師教育プログラムの基本的内容を示した。(第12章)

(10)理 科好きの裾野を拡げ,トップを伸ばすために優れた理科教師たちがどのような実践に取組み,

今後何が必要であると提言しているかについて,資 料掲載した。(資料)
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第1章 総 論

理科好きの裾野を拡げ,トップを伸ばす科学カリキュラムとは

小倉 康(国 立教育政策研究所)

本研究では,子 どもの論理性 と創 造性 を伸長 させ る科学教育システムの構築 に資す るため

に,平 成14年 度か ら5か 年 にわた り,科 学的探究能力の育成 を中心に国内外での研究や取組

み を幅広 く調査分析 し,教 育 システムのモデル を提案す るとともに,実 践 的プ ログラムの開

発 に取 り組んできた。

その背景には,(1)科 学技術 系人材 の育成 と(2）国民の科学的 リテラシーの向上 とい う2つ

の科学教育に課せ られた課題がある。第一の人材育成の観点については,目 本 で長 らく進 ん

だ少子化 の影響に より,今 後,若 年人 口が急激に減少 し,そ のた め理 工系で活躍す る人材が

量的不足の状況に陥 ると予想 され る。この事態 に対処す るため,総 人 口が減少す る中でも(a)

理工系への進学 ・就職 を希望す る若者 の割合 を高める ことと,そ うした(b)若 者 の科学的資

質 ・能力 を最 大限に伸長 させ ることの2点 を通 じて,質 量両面での科学教育改革が必要であ

る。第二の科学的 リテラシーの向上の観点については,欧 米諸国で過去20年 ほ どの間に進 め

られ た科学教育改革が,す べ ての市民にとっての科学的資質 ・能力 としての科学的 リテラシ

ーの育成を 目指 した ものであ り,そ の点で,田 本 での教育内容の検討 が遅れている。 中学 ・

高校 と理科嫌いが進 み,理 科 の学習意欲が低下す る実態は,日 本の理科教育が,将 来,理 工

系に進学する一部の生徒のためのカ リキュラムに止 まってい ることを物語 っている。今後,

(c)す べての生徒に とって学ぶ価値が実感できる科学教育 とすることが必要である。こ うした

課題 を明確 にするため,本 研究では,過 去の調査の再分析 と新たな調査 と分析を行 った。

1.問 題の所在－ 科学への学習意欲の低下

図1は,文 部科学省が発行 している1985年 ～2003年 の 『学校基本調査報告書』 を基 に,

大学卒業生に占める理工系学生の割合の推移 を専門分野別 にまとめたものである。約20年 間

に,大 学進学率増加に伴い,大 卒者数は,全 体 と理学では約1。5倍 に,工 学で も1.4倍 程度

に増加 してい る。 しか しなが ら,物 理 と化学については,1.1倍 の増加 に止まってお り,結

果的に,物 理 と化学,及 び工学の大卒者の全体に 占める割合は,2003年 時点で,そ れぞれ0.6%,

0.6%,18.6%と,ピ ー ク時 よりもそれぞれ0.3%,0.3%,1.5%ほ ど低 下 している。(参 考資料1)

図2は,大 学進学者 における専門分野別人気度の推移 を推測す るために,大 学入学志願者

合計の入学者数に対する倍率の1985年 ～2003年 の推移 を,同 じく 『学校基本調査報告書』

を基にグラフ化 した ものであ る。但 し,学 科名称別 のデータか ら分野別 にカテ ゴ リー化す る

た めに独 自に再集計 したものである。 また,す べての大学の入学志願者数 を単純 に合計 して

あるため,一 人の生徒が複数の大学 を受験す るな どに より,志 願者数は実際の生徒の人数 と

は異なっていることに注意を要する。この グラフによれば,約20年 間に,理 学分野の倍率は

相対的に低水準で大き く変化 していないの に対 して,工 学分野では,80年 代 に倍率が他分野
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よ りも高かったにもかかわ らず,90年 代以降2000年 まで低 下を続 けたことがわかる。1993

年以降は,保 健分野 の倍率 が高い状態が続 いてい る。大学入学者数は入学定員 に依存す るも

のであ るが,志 願者倍率の推移は,理 工学系分野の人気 が,現 在では低い水準にあるこ とを

示 している。(参 考資料2,本 報告書第7章 も参照のこと)

図1大 学卒業生 における理工系専門分野別学生数の推移(縦 軸単位:人)

(文部科学省 『学校基本調査報告書』(1985年 ～2003年)を 基に筆者が作成)

図2大 学入学志願者合計の入学者数に対する倍率の推移

(文部科学省 『学校基本調査報告書』(1985年 ～2003年)を 再集計した後,筆 者が作成)
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図3は,国 立社会保障 ・人 口問題研究所の 『日本 の将来推計人 口(平 成18年12月 推計)』

を基に2055年 までの0歳 ～14歳 の推計人 口の推移をグラフ化 した ものである。仮 定された

三通 りの出生率の うち,現 在 に最も近い中位(1.26)推 計 を辿 ると,約40年 後 に当該人 口が半

減す るとい う急激 な減少 とな る。必要な科学技術人材 の確保のためには,理 工学系分野の魅

力 を高める取組みによって志願者割合を高める とともに,一 人ひ とりの資質や能力 を最大限

に伸長 し,生 産性の高い人材 を育成する科学教育改革 が必須 と言 える。

図3三 通 りの出生率 を仮定 した0～ 哲 歳の推計 人口の2005年 ～2055年 の変化

(国立社会保障 ・人口問題研究所の推計人口(平 成18年12月 推計)を 基に筆者が作成)

理科教育の現状 としては,平 成15年 度実施の小 中学校教育課程実施状況調査では,小 学5

年か ら中学3年 までの5か 年間を通 じて,「 理科の勉強が好きだ」 と思 う児童生徒の割合 は,

国語や社会,算 数 ・数学,英 語 よ りも概ね高い状況である(図4)。

図4平 成15年 度小中学校教育課程実施状況調査における「理科の勉強が好き」

に関する児童生徒の意識の状況(国 立教育政策研究所(2004)に 基づき作成)
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図5平 成15年 度小中学校教育課程実施状況調査における 「理科の勉強は,受 験に関係な

くても大切」に関する児童生徒の意識の状況(国 立教育政策研究所(2004)に 基づき作成)

これ に対 して,「 理科の勉強は,受 験 に関係な くても大切だ」 と思 う児童生徒の割合は,中

学3年 の段階で,国 語や社会,算 数 ・数学,英 語 と比較 して最 も低 い状況にある(図5)。

この ことが象徴 しているように,日 本では,小 中学校段階で,子 どもたちに理科 を学習す

ることの価値 を伝 えることはこれまで強調 されてこなかった。例 えば現行中学校学習指導要

領 において理科 の 目標 は 「自然 に対す る関心 を高め,目 的意識をもって観察,実 験な どを行

い,科 学的に調べ る能力 と態度 を育てるとともに自然の事物 ・現象 についての理解 を深め,

科学 的な見方や考 え方を養 う」 となっているが,児 童生徒 がなぜ この ことが重要なのかを理

解 させ ることは 目標 とされていない。学習指導要領に示 された内容 を学習すること自体が重

要性 を持つのであって,そ れがなぜ重要であるかは不問に付 されてきたのである。

しか しなが ら,平 成12年 に中学生たちが理科を学習す るこ との大切 さをどの ように意識 し

ているか調査 した結果では,「 社会に出た ら理科は必要ない」,「数学や国語 と違って,(理 科

は)役 に立つ って ことはあま りない し,知 っててもあま り生活 とか 日常生活には関わってこ

ない」,「社会 に出た ときに理科 の実験 とか理科のことを知ってて も,た だもの しりっぽ くて,

あんま り意味がない」,「理科がす きな人 は重要かも しれないけどき らいな人は,あ ま り重要

じゃない と思 う」,「実験なんかや って も,そ の1回 で終わ りだか ら意味がない」な どと,理

科学習が重要でない と捉えてい る生徒が少な くなかった。(小倉康(2001)「学習の重要性に関する子

供の意1識」『初等教育資料』(№743),68-71頁.)

このよ うに,理 科 を学習す るこ との大切 さの意識が希薄な状態で,高 等学校 に進学 した生

徒 たちは2科 目以上の理科を選択す ることになる。表1に,旧 学習指導要領下で実施 された

平成14年 度高等学校教育課程実施状況調査 における物理IBな ど理科4科 目の履修状況 と各

科 目の選択生徒 の意識 を示す。物理IBに ついては,選 択者は全体の25%で,そ の内,物 理

Ⅱまで履修 した生徒 は51%で ある。物理IIの 履修者がすべて物理IBを 履修済みである と仮

定すれ ば,物 理Ⅱ の履修者 は高校生全体 の約13%と なる。 また,各 科 目を選択 した生徒の
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中で,そ の科 目の 「勉強が好 きだ」に肯定的 に回答 した生徒は約4割,そ の科 目の 「勉強は,

受験 に関係な くても大切 だ」に肯定的に回答 した生徒 は2～3割 に止まってお り,ど ち らの意

識 の割合 も中学3年 での状況 よ りかな り低 くなっている。 この ように,高 校 の理科教育 もま

た,生 徒たちに理科を学習す ることに対する関心意欲や価値意識 を喚起で きていない現状で

ある。

表1平 成 韓 年度高等学校教育課程実施状況調査における理科4科 目の履修状況と

生徒の意識(国 立教育政策研究所(2004)に 基づき作成)

このよ うに,日 本の理科教育は,学 習意欲の醸成 に多 くの努力 を注いで こなかったわけで

あるが,国 際的には どのよ うな状況であろ うか。図6は,2003年 の国際数学 ・理科教育動向

調査(TIMSS2003)の 生徒質問紙 の結果で,中 学校で科学 が理科 として総合 的に教え られてい る

国の中で,「 学校で もっと理科を勉強 したい」 「理科の学習が楽 しい」「理科 を学習す ることは

普段の生活に役立つ」 「他の教科 を学習す るために理科 が必要だ」 「行 きたい大学 に入 るため

に理科が よくできる必要がある」「理科 を用 いることが含 まれる職業に就 きたい」「な りたい

職 業に就 くために理科が よくで きる必要がある」の7つ の質問に対す る4件 法(1～4点 に点

数化)で の回答の平均値が,3点 以上の生徒を良好な状態 と考え られ る理科学習に高い価値

を意識 している生徒であるとした場合に,各 国でのそれ らの生徒 の割合 を横軸 にと り,各 国

の中学2年 生の理科テ ス トの平均得点を縦軸にとってプロッ トしたものである。

図6理 科学習に高い価値を意識している中学2年 生の割合と各国理科平均得点

(TIMSS2003の 調査結果に基づき筆者が作成)
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日本の中学生 は,理 科の成績 の平均では相対的に上位 に位 置 しているが,理 科学習に高い

価値 を意識 してい る生徒の割合 は,グ ラフに示 された18か 国中で最低の17%で あった。1999

年のTIMSS調 査においても同様の結果が見 られた。 この結果は,日 本の理科教育が,国 際的

に見 ても,学 習意欲の醸成 に関 して明 らかに努力を欠いてい ることを意味 している。 このこ

とは,科 学技術人材の育成 においても深刻 な問題である。理科を学ぶ ことの価値 が意識 でき

ない状況で は,生 徒が高校や大学 で自然科学を選択 した り理工学系分野 に進学 した りする可

能性 は低いか らであるぢ しか しなが ら,図6に 見られ るように,英 国(イ ングラン ド)の 中

学生 が,成 績 は 日本 と同程度であって も,倍 以上の生徒 が理科学習に高い価値 を意識 してい

る ことか らは,日 本 においても事態 の改善が不可能 とは言えないだろ う。

改善の示唆 を得 るために,科 学への学習意欲 に関す る標本抽出による全国的な意識調査 を

実施 した ところ,小 中学生の科学への学習意欲は,学 校で行われる科学教育活動によって有

意な差 が見 られ ることが明 らか となった。つま り,(1)学 校 における専門家招へ いの理科学習,

(2)科 学博物館等 を訪 問 して行 う理科学習,(3)野 外での理科学習,(4)理 科の課題研究などの

取組 み を経験 した児童生徒の方が,経 験の無い児童生徒 よ りも意欲が高かった。また,児 童

生徒 が(5）理 科の 自由研究 を経験す る ことと科学への学習意欲 との間に正の相関が認 められ

たが,理 科の 自由研 究を経験す る児童生徒の割合は,学 校によって大 きく異なっていた。 こ

の ように,学 校 にお ける科学教育活動次第では,児 童生徒の科学へ の学習意欲 が大き く向上

す る可能性 がある。 また,平 成15～16年 度指定の 「理科大好 きスクール」 と平成14～16年

度指定の 「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」 のほぼ全校 の児童生徒を対象 とした意

識調査 を実施 した ところ,上 記(1)～(5)で 活動の頻度 の高い学校は,よ り科学への学習意欲

が高い傾 向が認め られた(詳 細 は,本 報告書第4章 及び第5章 を参照の こと)。

さらに,SSHは 日本の中等教育段 階での科学技術人材 開発政策の中心的事業であるが,SSH

で学ぶ高校 生が,小 中学生の時に,理 科の 自由研究を どの程度経験 しているかを分析 した。

図7は,高 校3年 生について,SSHで 物理Ⅱ を履修 した理系の男女 と,全 国標本 の普通科高

校 で物理Ⅱ を履修 した理系の男女,及 び,同 じく全国標本の普通科文系の男女を比較 した も

のである。 生物Ⅱ の場合を図8に 示す。化学Ⅱ について も傾向は同様 である。

図7,図8か ら,特 に小学校高学年以降において,SSHの 生徒の方が,普 通科文系の生徒 よ

りも,理 科の 自由研究を多 く経験 している傾 向が読み とれ る。男女別比較では,SSHに 進 ん

だ女子生徒は,小 中学校 を通 じて,男 子生徒 よ りも多 く理科の 自由研究を経験 している傾 向

が ある。 この よ うに,理 科の 自由研究の経験 が,生 徒の科学へ の学習意欲 の形成 と相 関関係

にあるこ とがわかる。 と りわ け女性の科学技術系進学者の 中には,小 中学校を通 じて理科の

自由研 究 を経験 してい る者が多いこ とが示唆 される。 しか しなが ら,日 本 の理科教育では,

理科 の自由研 究については,学 習指導要領の内容ではないため,そ の経験は,す べての子 ど

もに保障 され てい るわけではない。子 どもの学校の物的,人 的な教育環境,家 庭の教育環境,

及び地域の社会教育環境等 の違 いによって,経 験に個人差や学校問格差が生 じてい ると考 え

られ る。

以 上のよ うに,日 本の理科教育 においても,(1)学 校 における専門家招へいの理科学習,(2)

科学博物館等 を訪問 して行 う理科学習,(3)野 外での理科学習,(4)理 科 の課題研究,(5)理 科
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の自由研究などを経験 させ ることによって,児 童生徒の学習意欲が高まると予想 され る。 し

か し・こ うした特別な教育手段 による学習形聾 は,普 段の理科授業で実施する ことは容易で

ない。そ こで,次 は,諸 外国にお ける普段の理科授業の改善に関す る動 向に着 目する。

図7高 校3年 男女のSSHと 普通科の物理Ⅱ履修者及び文系生徒の理科自由研究実施割合

図8高 校3年 男女のSSHと 普通科の生物Ⅱ履修者及び文系生徒の理科自由研究実施割合
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2.科 学的 リテラシーを育成する科学カ リキュラムに関する海外の動向

1980年 代以降,欧 米 の科学カ リキュラム改革で重視 されてきた ことは,理 科教育が一部の

理 工系生徒のためではな く,科 学 リテラシー として,す べての生徒にとって意 味のあ る内容

となるこ とと,探 究スキルや問題解決スキルな どの領域横断的能力を育成す ることである。

こ うした改革によって,子 どもたちは,理 科学習の大切 さが より直接的に感 じられ ることに

なる。そ こで,本 研究では,米 国,カ ナダ,英 国,及 び,OECD(経 済開発協力機構)に お け

る科学的 リテラシーの扱いについて1包 括的な分析を行った(本 報告書第2章 を参照の こと)。

米国で は,す べ ての子 どもたちを 「個人的,社 会的 目的のために科学的知識 と科学的な考

え方 を用い るような人物」に育てるために,初 等 中等科学教育 を通 して,「探究 としての科学」

を扱 うこ とで科学的探究に必要な能力 とそれについての理解を深めることが,全 国的な指針

である 『全米科学教 育スタンダー ド』で示 されている。 カナダにおいて も,す べての子 ども

たちが 「ある程度 の知識 とスキル,態 度 を習得 してお り,探 究 と問題解決,及 び,意 志決定

の能力 を発達 させ,一 人の生涯学習者であ り,世 界に関す る不思議 さに惹かれ る感覚(セ ン

ス ・オブ ・ワンダー)を 保持 している」市民 となるための基礎力の一つに,「 疑問を持ち計画

を立て ること」「実行 し記録す ること」 「分析 し解釈す ること」 とい う探究的なスキル の育成

を掲げ,全 国的な指針である 『幼稚 園か ら第12学 年までの科学の学習成果に関す る共通 フレ

ーム ワーク』でその内容 を詳細 に示 している
。英 国では,11か 年の義務教育期間を通 して,

すべての子 どもに 「科学的探究能力」 として,計 画す ること(P),証 拠を得ることと提示す る

こと(O),証 拠 を考察すること(A),評 価すること(E),と い う4つ の基礎的能力の習得を要求

している。 また,評 価面で も,コ ースワークと呼ばれ る課題研究 レポー トを複数提 出 させ,

評価基準 に沿って採点 された結果が,義 務教育修了資格(GCSE)に 反映 され るよ うになって

お り,実 践的な科学的探究能力 の獲得が重視 されている。 さらにOECDで は,「 生徒の学習到

達度調査」(PISA）において,各 国の15歳 段階の生徒の科学的 リテ ラシーの習得状況を把握す

る際に,生 徒たちが社会 に出て遭遇す る可能性 のある生活 と健康,地 球 と環境,テ クノロジ

ーな どの 日常生活の様々な問題状況で
,「科学的な疑問を認識する」や 「現象 を科学的に説明

す る」,及 び 「科学的証拠を用いる」な どの能力の獲得が期待 されている(2006年PISA調 査

における科学的 リテラシー評価 の枠組み,本 報告書第11章 を参照 のこと)。

また本研 究では,米 国,、カナ ダ,英 国で科学的 リテ ラシー として,い かなる教育 内容が扱

われ ているかを分析 した。いずれの国においても,科 学教育で扱 われる内容 は幅広 い領域 に

及び,い わ ゆる物理や化学 といった分科個別的科学の習得以外に,社 会やテクノロジー,環

境,健 康な ど,今 日的かつ多面的 な課題 に関係す る領域横断的な内容を多 く扱い,ま たそ う

した教授学習 を可能 とする時間数が配当されていた。

3.海 外 との比較における日本の科学教育システム に関する省察

本研 究での英 ・米 ・加 国の調査か ら,日 本 との対比において,図9～ 図12の 特徴 が指摘 で

きる。 日本 の科学教育では,す べての子 どもに対 して義務教育9年 間で必要最低限の基礎的

知識の習得 を求めるのに対 し,米 国(及 びカナダ)で は12か 年 を通 した市民に必要な幅広 い

科学的 リテ ラシーの習得 を求めてい る(図9)。 将来の専門的人材への準備 となる発展的科学

の学習機会 は,米 国ではア ドバ ンス ド・プ レースメン ト(AP)科 目の設定な どに より高校段
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階か ら大学の基礎 レベルの学習機会が提供 されているが,日 本ではそ うした学習機会は設定

されていない(図10)。 英国では義務教育で一 貫 して 自ら計画を立て証拠 を集 め証拠 を分析

し結論を導き評価するな どの科学的探究能力 の習得 が強調 され るのと対照的に,日 本の義務

教育の理科 では,定 型 の観 察実験の確認が中心で生徒 の主体的な科学的探究活動が要求 され

ていない(図11)。

日本

基礎的な科学の知識
○物理
○化学
○生物
○地学

米国
市民の科学的 リテラシー

○科学の基礎知識
○科学の本質

○探究のプ ロセス

○科学 とTechnology

O個 人 と社会,環 境 と科学
+高 度 な専門性への発展性

9か 年の基礎的知識 12か 年を通 じた幅広い知識

必要最低限の教養 ← 強調 → 創造的活動の基盤

図9日 米の科学カリキュラムにおける科学的知識の特徴

日本

○大学 レベルの内容は,大 学 教

育以降か,工 業科等の一部の高

等学校専門学科,高 等専門学校

○ 中学 ・高校を通 じて基礎 的な

科学の知識を提供
○高校の1～2%は スーパーサ イ
エ ンスハイス クール指 定校

米国
OAP(ア ドバンス ド・プ レー ス

メン ト)に よる大学 レベルの授

業を高校で開講
○中学高校 を通 じて,幅 広い発

展性 の高い内容 を提供

○理数マグネ ッ トスクールな ど
の多様 な特色ある高等学校

高度な学習機会が選択不可 高度な学習機会が選択可能
一般 ・非専門的教育 ← 強調 → 専門化・個性化教育

図10日 米の科学技術人材育成における発展的科学学習機会の特徴

日本

“観察実験 を通 して”
○定 められた 目的

○与 えられた方法

○“正 しい” 結果 と“正 しくな
い”結果

○考察不要,結 果の確 認,解 説

英 国

“観 察実験を通 して”
○計画を立て(P)

○証拠を集め(O)

○証拠を分析 して 結論 を導 き

(A)

○証拠について評価す る(E)

基礎知識と操作的技能の習得 科学的探究スキルの習得

受動的単純作業者 ← 強調 → 能動的生産者

図11日 英の理科観察実験におけるスキルの特徴

科学的探究 のプ ロセ ス

1.事 象 に疑 問

2.仮 説を検討

3.検 証実験 を計画
4.実 行 しデー タを収集

5.分 析 と批判的考察

6.仮 説 に対す る結論

7.発 表 と評価

対 問題解 決 のプロセス
1.解 決 したい課題

2.ア イデアを検討

3.計 画

4.製 作

5.製 作品の分析 とテス ト

6.ア イデアの実現
7.発 表 と評価

真実(未 知の解)へ の接近

論理性

よ り良い アイデア(解 決策)

← 強調 → 創造性

図12英 ・加 ・米 国における論理性,創 造性育成へのア プローチ
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また,英 ・加 ・米 国では,義 務教育段階の科学教育において科学的探究のプ ロセス と技術

的問題 解決のプ ロセスが盛 り込まれてお り,論 理性 とともに創造性 の育成も強調 されている

(図12)の に対 して,日 本 では,特 に技術的問題解決の扱いが不明確 で,小 学校理科でのも

のづ くりでお もちゃ作 りをす る程度 に止まってい る。 これ に関 して研究分担者 の山崎 らは,

英 国や北アイル ラン ドの科学技術教育における科学スキル と技術スキルの指導体系 を分析 し,

日本 での科学技術教育にお ける 「創成(デ ザイン)教 育」の確立(本 報告書第3章 を参照の

こと)を 提唱 した。

こ うした海外における科学カ リキュラム改革の動向か ら省察 して,目 本の科学教育が,科

学技術人材の育成 と国民の科学的 リテ ラシーの向上 とい う2つ の課題に対処す るためには,

子 どもたちに,よ り創造的活動の基盤 を身に付けさせ,専 門性や個性 を発展できる学習機会

を拡大 し,単 純作業 よりも能動的生産者 として活躍できるスキルを高め,科 学的探究 と技術

的問題解決の経験 を重ね ることで,高 度な論理性 と創造性 を培 う方向で,科 学教育を改善す

ることが必要であ ると言 える。 このよ うな改善によって,子 どもたちは,自 身に とっての科

学を学習す る価値 を理解 し,学 習意欲が高まるものと考 えられ る。

そ こで,具 体的な改善に資す るため,本 研究は,以 下の知識 とスキル,学 習方法の評価の

枠組み を提案す る。 これ らの枠組み の組み合わせ として,科 学カ リキュラムを評価す ること

で,現 状の問題点 と改善の方向性を際立たせ ることに役立っ と考える。

[知識]① 科学の本質,② 物理の世界,③ 化学の世界,④ 生命科学の世界(人 体 と健康,生

態系 を含む),⑤ 技術 ・工学の世界,⑥ 数学の世界,⑦ 科学 と技術 ・工学の関連,⑧

科学 と社会生活の関連,⑨ 科学 と環境の関連

[スキル]① 事象へ の好奇心 ・探究心,② 科学的態度や科学的意志決定の尊重,③ 情報の収

集 と分析の能力,④ 仮説やモデルの構築力,技 術的創造 ・設計力,⑤ 変数制御 と実

験計画能力,⑥ 観察 実験等の操作的技能,⑦ データの処理,グ ラフ化,数 学的解析

力,⑧ 証拠 に基づいた論理的推論能力,⑨ 非形式的推理 と批評的思考力,⑩ 科学的

知識 の習得,理 解,基 盤,⑪ 科学的知識の適用,応 用,関 連づ け,⑫ 情報通信技術

(ICT)の 活用能力,⑬ 表現力(発 表,討 論 テキス ト表現 と理解),⑭ 国際性(英

語力,異 文化理解),⑮ リーダーシ ップと協働の能力(チ ームワー ク)

[学 習形態]① 自由試行 ・探索型 生徒活動 ②飼育 ・栽培型生徒活動,③ 技能習得型生徒活

動,④ 疑 問追究型(構 成的)観 察実験,⑤ 解説型(確 認的)観 察 実験,⑥ 知識教授

(講義,演 示),⑦ 表現活動(発 表,討 論,記 述),⑧ 製作活動(企 画,製 作,改 良),

⑨課題研 究,自 由研究,⑩ 校外学習,野 外体験,⑪ 専門家(科 学者,技 術者等)に

よる教授,⑫ 個別学習,⑬ グループ学習

4.新 世紀型科学教育 システム を設計する概念モデル

以上,日 本の科学教育は変革への多 くの課題 を抱 えているが,今 後,そ うした課題 の解決

へ 向けた システ ム構築が 「新世紀型科学教育システム」への道程 とな る。図13に,そ うした

システ ムを設計す るための概念モデル を示す。
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科学教育システム
(1)

幼 児 期

(2)

小学 校 ・低

(3)

小 学校 ・高

(4)

中学校

(5)

高等学校

(6)

大 学

(7)

大学院

(c)科 学技術人材開発型 高度な専門性

(b)科 学 的リテラシー重視型 発展的基礎

科学的リテラシー

(a)基 礎学 力型 自然体験

生活習慣

フォーマル教育 義務・市 民化教育 専門化・個性化教育

インフォーマル教育 地域 ・社会連携 専門家 ・機関連携

図13新 世紀型科学教育システムをデザインする概念モデル

日本の科学教育では,基 礎的基本的事項に精選 され た学習指導要領 に沿 って科学教育が展

開 されてお り,こ れ は図13で の基礎学力型(a)に 相 当す る。小学校低学年(2－a)で は生活科を

通 して 自然体験が中心 とな り,小 学校高学年(3－a)か ら中学校(4－a)に かけて基礎 的事項に精

選 された科学的知識の習得が図 られ る。 しか し,英 ・加 ・米国では,科 学的 リテ ラシーの観

点か ら社会や 日常 と関連 した幅広 く興味深 い科学的知識や科学的探究の機 会が小学校低学年

か ら与え られ てお り,科 学的 リテラシー重視型(2－b,3－b)の 科学教 育システ ム となっている。

中学 ・高校段階では,こ れ らの国では,発 展的 内容が多 く含 まれ るとともに,能 力適性 の高

い一部 の生徒が選択 可能 な高度 な専門的内容 も提供 され てお り,科 学的 リテ ラシー を重視

(4－b,5－b)するとともに,科 学技術人材 開発(4－c,5－c)も 重視 され ている(本 報告書第2章,

第8～10章 を参照の こと)。 目本のSSHやSPPも 科学技術 人材開発型事業であ るが,希 望す る

生徒が受講できる可能性は極 めて低 い現状である。

この概念モデル によれば,子 どもが,そ の成長において図13中 の どのセルの科学教育を受

けられ るかが,そ の子 どもの科学的素養の幅広 さと,将 来,科 学技術系人材 として活躍 でき

る可能性 に影響を与える主な要因であると捉 え られ る。基礎学力型で成長 してい く日本 の子

どもと,科 学的 リテ ラシー重視型 あるいは科学技術人材開発型で成長す る英 ・加 ・米国 の子

どもとでは,科 学的素養 の幅広 さと将来的な活躍の可能性に結果的に大きな差が生 じること

にな る。 したがって,よ り幅広い科学的素養 と発展 的な科学の学習機会を拡大する方 向での

新たな教育システ ムの殺計が必要である。

しか し,す べての必要性を学校教育(フ ォーマル教育)に よって賄 うのではな く,図13で

表現 しよ うとしているよ うに,イ ンフォーマル教育(社 会教育な ど,公 的 プログラム以外の

教育)と の関係 を整理 して,総 体 としての科学教育のシステム化 が求め られる。学校教育は,

費用,時 間,人 的 ・物的 リソース等,容 易 に解決で きない問題 に制約 されてい るか らで ある。
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そ こで図14で は,学 校教育 と科学技術の専門家,一 般市民 ・社会の三者 が,科 学館等の教育

プ ログラムや多様な科学 コ ミュ、ニケーシ ョンプ ログラム,及 びメデ ィアな どを介 して,協 働

して一人ひ と りの子 どもを育成 しよ うとする関係 を表 している。 フォーマル教育のみに依存

しない,社 会全体での科学 コミュニケー ションの必要性 を訴 えるものである(本 報告書第6

章 を参照 のこ と)。

図14新 世紀型科学教育システムにおけるフォーマル ・インフォーマル教育間の協働関係
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参考資料1大 学卒業生における理工系専門分野別学生数(文 部科学省 『学校基本調査報告書』（1985年～2003年)を基 に作成)



参考資料2大 学入学志願者合計の入学者数に対する倍率の推移(文 部科学省 『学校基本調査報告書』（1985年～2003年)を 再集計 して作成)

(注)学 科名称別のデータから分野別に再カテゴリー化 して集計 した。すべての大学の入学志願者数を延べで合計してあるため,一 人の生徒が複数の大学を受験するなどによ

り,志 願者数は実際の生徒の人数を大幅に上回る。



第2章 科学的 リテ ラシー育成の科学カ リキュラムの動 向 と

科学的探究能力の位置づけ

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.米 国における科学的リテラシー(脚注)の育成へ向けた科学カリキュラムの改革

1980年 代の米国においては,1983年 の 『危機 に立つ国家一教育改革の要請』1)の審議会答申を

契機 として,教 育全般の改革が国家的規模で進められた。答 申は,科 学教育について 「高校の科

学教育は,生 徒たちに(a)物 理科学 と生命科学の概念,法 則,プ ロセス,(b)科 学的探究 と推論の

方法,(の 科学的知識の 日常生活への応用,(d)科 学 と技術の発展が社会 と環境に持つ意味,を 与

えるべきである。科学の諸科 目は,大 学に進学する者 と進学 しない者の両者に対 して,改 訂 され,

刷新 されるべきである」 と述べている。すべての高校生が習得すべき科学が,知 識のみならず,

科学的な考え方を含み,日 常生活に応用でき,さ らに社会や環境 と密接に関係するものとなるこ

とを訴えている。

『危機に立つ国家－教育改革の要請』において学校カ リキュラムの改善への協力 を要請 された

米国科学振興協会(飴AS)は,ア メ リカ人の科学的 リテラシーの向上を促すことを使命 とした 「プ

ロジェク ト2061」 を1985年 に発足 させた。プロジェク ト2061は,最 初の成果 として1989年 に

『すべてのアメリカ人のための科学』2)を,続 いて1993年 に 『科学 リテラシーへのベンチマーク』

3)を刊行 した
。

『すべてのアメ リカ人のための科学』は,教 育の最終成果 として一人ひ とりの国民がいかなる

科学技術的な素養を有するべきかを示 した文書で,そ こでは,「科学 リテラシー を備えた人物 とい

うものは,科 学,数 学,技 術がそれぞれの長所と制約を持ち,か つ相互に依存す る人間活動であ

るとい うことを意識 した上で,科 学の主要な概念 と原理を理解 し,自 然界に精通 してその多様性

と統一性の双方を認識 し,個 人的,社 会的 目的のために科学的知識 と科学的な考え方を用いるよ

うな人物である」とされている。教育 されるべき科学 リテラシーの内容を具体的に記 した提言は,

12の 章から構成 され,そ れ らの章のタイ トルは,「 科学の本質,数 学の本質,技 術の本質,物 理

的背景,生 命環境,人 間(ヒ ト),人 間社会,設 計 された世界,数 学的世界,歴 史的観点,共 通の

主題,思 考の習慣」 となっている。科学 リテラシーは物理学,化 学 といった既存の個別科学か ら

寄せ集められた知識ではなく,個 人的や社会的な目的の文脈において適用 される人間活動の所産

としての科学的知識と科学的な考え方の集成だ とする立場が貫かれている。

『科学 リテラシーへのベンチマーク』は,最 終的な 目標である科学 リテ ラシーに到達す るまで

の通過点 として,第2学 年,第5学 年,第8学 年,及 び第12学 年の終わ りに到達 されるべき水準

の知識や技能を示 してレ、る。 これ によって,合 理的かつ効果的に目標を実現することが意図され

(脚注)本稿では
,「科学的 リテラシー(SCientificliteracy)」 と 「科学 リテラシー(Scienceliteracy)」 の意

味 を明確 に分 けていないが,い ずれかに統一す ることでそれぞれが用い られて きた文脈 を歪める可能

性があることから,原 典に したがって用語 を使い分けてい る。
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てい る。

プロジェク ト2061に おける科学 リテラシー像は,教 科 としての科学 と数学,技 術を統合的に扱

っているため,そ れを学校カ リキュラムの教科内容 として位置づけることは難 しい。全米研究審

議 会(NRC)に よって,学 校の科学カ リキュラムを開発するための全国的な指針 として検討 され,

1995年 に刊行 されたのが 『全米科学教育スタンダー ド』4)である。『全米科学教育スタンダー ド』

は,科 学的 リテラシーを身につけた市民のあるべき姿を実現するための,す べての児童 ・生徒の

ための科学教育の指針 として設計された。 ここで,科 学的 リテラシー とは,「個人的な意志決定,

または市民的および文化的な活動への参加,そ して経済生産力の向上のために必要になった,科

学的な概念お よびプロセスについての知識および理解のこと」5)とされてお り,個 人や社会的活動

への適用性が強調 されていることか ら,上 述のプロジェク ト2061で の科学 リテラシーの捉え方と

共通す る立場 と言える。科学的 リテラシーの実現までの過程は,幼 稚園か ら第4学 年,第5学 年

か ら第8学 年,第9学 年から第12学 年の3段 階で示 されている。また,教 育内容は,探 究 として

の科学,物 理科学,生 命科学,宇 宙及び地球科学,科 学 と技術,個 人的 ・社会的観点から見た科

学,科 学の歴史 と本質 とい う7つ の領域で構成されてお り,個 別科学の領域を超えた学際的な内

容の取 り扱いが求められている。

全国規模での 『全米科学教育スタンダー ド』の策定作業に並行 して,全 米各州でも州独 自のス

タンダー ドが開発 され策定されていった。科学の教科書は,全 米のスタンダー ドと州のスタンダ

ー ドに沿ったものであることが,採 択の重要な基準 となった。プロジェク ト2061の 活動は,こ う

した科学カ リキュラムのスタンダー ド策定過程に大きく影響 を及ぼ した6)。 さらにプロジェク ト

2061で は,さ まざまな科学教科書を 『科学 リテラシーへのベ ンチマーク』と 『全米科学教育スタ

ンダー ド』に照 らして評価 した結果を公開 し,教科書採択の際の評価参考 として提供 している7)。

こ うして,『 全米科学教育スタンダー ド』の策定によって,1990年 代後半以降の米国の科学カ

リキュラムは,科 学的 リテラシーの育成に向けた全国的変革を決定づけることとなった。その内

容は,わ が国の学習指導要領が依然 として依拠 している物理 ・化学 ・生物 ・地学のそれぞれの系

統的知識の結合の論理 とは大きく異なっている。表1に,第9学 年から第12学 年の段階における

内容構成を示す。 これ らの内容は,幼 稚園から第4学 年の段階,及 び第5学 年から第8学 年の段

階においても,そ れぞれ,発 達段階に応 じた学習内容が,共 通の内容領域に設 けてあり,幼 稚園

か ら第12学 年 にかけて体系的に学習が深まるように一貫性 した構造を採 っている。

伝統的な自然科学の教育内容 と比較すると,「統一的概念 とプロセス」「探究としての科学」「科

学 と技術」「個人的社会的観点から見た科学」 「科学の歴史 と本質」が特徴的である。 これ らの内

容 の学習をいかに実現す るかが,科 学教育に携わる関係者に要求されている具体的な今 日的課題

であると捉えることができる。
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表 著 『全米科学教育スタンダー ド』における第9～12学 年の生徒の学習内容構成

内容領域
統一的概念 とプロセス

A.探 究 としての科学

B.物 理科学

C.生 命科学

D.宇 宙及び地球科学

E.科 学 と技術

F.個 人的社会的観点か

ら見た科学

G。 科学 の歴 史 と本質

すべての生徒の単習内容
・システ ム、順序 と組織
・証拠 、モデル と説明
・不変 、変化 と測定
・進化 と平衡外観と機能

・科学 的探究に必要な能力
・化学 的探 究についての理解

・原子 の構造
・物質 の構造 と性質
・化学反応

・運動 と力
・エネル ギーの保存 と無秩序 の増大

・エネ・ル ギーと物質 の相互作 用
・細胞
・遺伝 に関する分子の基礎

・生物学的進化
・生物 の相互依存、エネル ギー と生物 システム中の組織
・生 の行動
・地球 システム中のエネル ギー
・地球化学的サイ クル

・地球 システムの起源 と進化
・宇宙 の起源 と進化

・技術 的な計画能力
・化学 と技術についての理解

・個 人 と共同体の健康
・人 口増加

・天然 資源
・環境 の質
・自然 災害 とで人間の誘発 した災害

・局地的、全国的、全世界的な桃戦 における科単 と枯術
・人間の努力 としての科学

・科学的な知識の性質
・歴 史的な見 通 し
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2.カ ナダでの科学的 リテラシーの育成へ向けた科学カリキュラムの改革

カナダでは,す べての子どもたちに対す る科学的 リテラシーの育成を目的 として,『幼稚園から

第12学 年までの科学の学習成果に関する共通フレームワーク』8・9)が1997年に策定 され,全 カナ

ダの科学カ リキュラム開発者がこの共通フレームワークに沿って作業することを期待 して公表 さ

れた。その開発 に当たっては,上 述のProject2061に よる 『すべてのアメ リカ人のための科学』

を始め,科 学的 リテラシーを育成する科学教育に関する幅広い知見が分析 された。その結果,科

学的 リテラシーを育成する科学教育が次のように位置づけられ,フ レームワークの策定の前提 と

された。

1.

2.

3.

4.

5.

科学的 リテ ラシーは,性 別や文化的背景にかかわらず,す べての生徒にとって重要なもの

である。

科学的 リテラシーは,す べての生徒たちが,公 的私的の両面で,乗 り出すべき旅である。

科学的 リテラシーのある個人に要求 されることは,あ る程度の知識 とスキル,態 度を習得

してお り,探 究と問題解決,及 び,意 志決定の能力 を発達させ,一 人の生涯学習者であ り,

世界に関す る不思議 さに惹かれる感覚(セ ンス ・オブ ・ワンダー)を 保持 していることで

ある。

科学教育プログラムは,科 学 とテクノロジー,社 会,環 境(STSE)に 関する見方を含むべ

きであ り,ス キル と知識 と態度を高めてすべての生徒たちの科学的リテラシーを確実に発

達 させ るべきである。

STSE(科 学 とテクノロジー,社 会,環 境)に関する見方は,生 徒の学習を関連性があ り意味

あるもの とするために,理 科教育の中での主たる推進力 となるべきである。

フレームワークでは,「科学 とテクノロジー と社会 と環境(STSE)」 「スキル」「知識」「態度」の

4つ の 「基礎力」が同定され,そ れぞれの学習成果が,第3学 年,第6学 年,第9学 年,第12学

年の各終末段階に対応 して示されている。図1に その概念構成 図を示す。

科学的な 「知識」を科学教育で育成す る基礎学力の1つ の構成要素とし,そ の他に 「スキル」

「態度」及び 「科学とテクノロジー,社 会,環 境(STSE)」 を並列に位置づけ,構 成要素間の相互

作用,と りわけ科学的探究 と問題解決,意 志決定のプロセスを強調することで,伝 統的な自然科

学の知識教授に留まらない科学教育を目指そ うとしていることがわかる。

これ らの構成要素すべてが教育内容であるが,教 育内容 を具体的に学習成果として表 したもの

が「全般的学習成果」と 「特定の学習成果」 となっている。「全般的学習成果」は,複 数の学年の

まとま りに対応 してお り,そ の期間終了時までに達成すべき学習内容 とい うやや長期的な目標を

示 している一方で,「特定の学習成果」は各学年で達成すべ き学習内容とい う短期的な目標を示 し

ている。特定の学習成果は,そ れ らが実現される実際的な学習単元の文脈で,そ れ らを図2の よ

うな 「クラスター」(群)ご とにま とめて示 されている。
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図1『 幼稚園から第12学 年までの科学の学習成果に関する共通フレームワーク』の概念構成図

カナダにおける科学的 リテラシーのビジョン

カナダの生徒 と社会に とっての科学的 リテラシーの必要性

カナダにおける科学的 リテラシーの4つ の基礎力の声明

STSE

(科学 とテクノロジー,社 会,環 境)

科学とテクノ戸 ジーの本質

科学とテクノロジーとの関係

科学 とテクノロジーが置かれてい る

社会 と環境の文脈

科学的探究

の プロセス

問題解決

の プロセス

意志決定

のプロセス

ス キ ル

各プロセスに共通す るスキル

疑問を持つ ことと計画 を立てること

実行することと記録すること

分析することと解釈すること

まミュニケーションとチームワーク

知識

生命科学

物理科学

宇宙地球科学

態度

科学に対する認識

科学への興味

科学的な疑問の追究

協力

責任感

科学における安全性

全般的学習成果 全般的学習成果 全般的学習成果 全般的学習成果

特定の学習成果 特定の学習成果 特定の学習成果 イ ンジケータ



図2幼 稚園か ら第12学 年までの各学年で示されている学習成果のクラスター名

[幼稚園から第3学 年の殺階]

幼稚園

第1学 年

【感覚を働かせて世界を探究

する】

【生物の必要性 と特徴】

【物体と材料の特性】

【材料 と私たちの感覚1

【1日の変化 とある季節の中

での変化】

第2学 年

第3学 年

【動物の成長と変化】

【液体 と固体】

【相対的位置と運動】

【環境の中での空気と水】

【植物の成長と変化】

【材料と構造】

【目に見えない力】

【土の中を探究する】

[第4学 年から第6学 年の段階]

第4学 年

第5学 年

【棲息地 とコ ミュニテ ィ】

【光】

【音】

【岩,鉱 物,浸 食】

【基本的必要性を満たし,健 康

な体を維持する】

【材料の特性と変化】

【力と単純機械】

【気象】

第6学 年 【生命の多様性】

【電気】

【飛行】

【宇宙】

[第7学 年から第9学 年の段階]

第7学 年

第8学 年

【生態系 との相互作用1

【混合物 と溶液】

【熱】

【地殻 】

【細胞,組 織,器 官,系 】

【光学】

【流体】

【地球の水系】

第9学 年 【繁殖】

【原子と分子】

【電気の特徴】

【宇宙探査】
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[第10学 年か ら第12学 年の段階]

第10学 年

第11～12学 年

第11～12学 年

【生態系の持続性】

【化学反応】

【運動】

【気象の力学】

生命科学

【生殖と成長】

【生命にとっての物質 とエネ

ルギー】

【遺伝的連続性】

【進化,変 化,そ して多様性】

【動的な均衡を保つこと】

【生物間の相互作用】

化学

【有機化学】

【酸 とアルカ リ】

【構造 から特性へ】

【電気化学】

【溶液と化学量論】

【熱化学】

第11～12学 年

第11～12学 年

物理学

【カ と運動,仕事】

【エネルギー と運動量】【波】【場】

【放射能と現代物理学】

宇宙地球科学

【地球のシステム】

【地球の資源】

【地球のプロセス】

【地質の歴史】

【天文学】

それぞれのクラスターでの学習が想定されている学習成果は,そ れぞれ 「科学 とテクノロジ

ー と社会と環境 との関連性の認識」「知識」の3つ の 「基礎力」別にまとめられてお り
,「態度」

の基礎力については,学 年のまとま りごとに,そ の期間の終わ りまでに到達することが求められ

ている。具体的な学習成果の記載情報 として,第5学 年の 「基本的必要性 を満た し,健 康な体を

維持する」のクテスターの例 を掲載する(図3-1～ 図3-4)。 また,図3-5の ように,各 クラスター

について,一 部の学習成果への到達を意図した学習展開の 「参考例」が示 されている。
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図3-1第5学 年 「基本的必要性 を満た し,健 康な体を維持する」クラスターの基礎 力「STSE(科 学 と

テクノ ロジー,社 会,環 境)」 に関する学習成果

以下の作業を行う ことが生徒に期待 され る。

科学 とテ クノロジーの本質

104-2科 学 的な疑問を調査 し,技 術的 な問題 を解決するためのプロセス を実際に行い,記 述す る

(例:人 工透析機,人 工肺,コ ンピュータ援用人工関節,人 工心臓 など,様 々な器官の機能

を代替す る医療機器 を指摘する)。

105-2過 去に人:々が取 り組んだ科学的疑問 と技術的問題の例を指摘す る(例:細 胞組織の生産や遺

伝病の特定などに見 られ るテクノロジーの限界を示す例 を指摘する)。

科学 とテ クノロジーの関係

106-2科 学的発見に寄与 したツール と技術の例 を記述す る(例:顕 微鏡,聴 診器,外 科 手術,解 剖

などを例 として記述する)。

106-4科 学的なアイデア と発見が新 しい発明 と応用 に発展 した事例を記述す る(例:運 動器具,補

聴器,義 肢な どの様 々な医療テクノロジー を記述す る)。

科学 とテ クノロジーが置かれ てい る社会 と環境の文脈

107-2生 徒の地域 と地方で様 々な人達がそれぞれの必要性 を満 たすために使用 しているツール,技

術お よび材料を記述 し比較す る(例:歯 科医,外 科医,理 学療法士,実 験技術者 が使用す る

ツール と技術 を記述 し比較す る)。

107-5生 徒の地域社会 と地方で問題解決 のために科学 とテ クノロジーが どのように使 われてきたか

を示す例 をあげる(例:携 帯型人工透析機,身 体障害者 向けの交通機関な どを例 としてあげ

る)。

107-8生 活条件 の改善のために開発 され たテクノロジーの例を記述す る(例:合 成薬 品,人 間工学

的設計 の事務用椅子 などを例 として記述す る)。

107-12科 学 とテクノロジー に貢献 したカナ ダ人の例 をあげる(例:身 体障害者がモール ス信号によ

って通信で きるよ うに した ソフ トウェアを発明 した レス リー ・ドルマ ン,心 臓ペー スメーカ

ー を発明 したウィル フレッ ド・ビグローなどを例 としてあげる)
。

107-14様i々 な文化圏の人達が行 った科学的発 見 と技術革新 を指摘する(例:ア ボ リジニが頭痛 のた

めに樹皮 を用いることが,合 成薬品の開発につながった例な どをあげる)。
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図3-2第5学 年 「基本的必要性 を満た し,健 康な体を維持する」クラスターの基礎力 「スキル」に関

す る学習成果

以下の作業 を行うこ と生徒に期待 され る。

疑 問を持つ ことと計画を立てるこ と

204-1調 査すべ き疑問 と解決すべき実際的な問題 を提案す る(例1「 心臓発作の原因は何 か」な どの

疑 問を尋ねる)。

204-2検 証可能 な形式で疑問を表現 し直す(例:「 心臓 はどの ように機能す るのか」とい う疑問を 「水

を循環 させ るポンプの能力に影響 を与える要因は何か」に直す)。

204-4調 査の中で扱 う物体 と事象を定義する(例:「 器官」や 「系」 などの用語 を定義す る)。

実行す ることと記録するこ と

205-1問 題 を探究す る手順,お よび提案 された考 えについて,重 要な変数 を制御 しなが ら公正な検

証を行 う手順を実行す る(例11人 の人が定規 を落 とし,別 の人が親指 と人差 し指でその定規

をキャッチ して,そ の反応時間を調べ る。 あるい はテニスボール を様 々な高 さか ら足の上に

落 として,ボ ール を避 けるための反応時間を調べ る)。

205-2ツ ール を選択 し,そ れ を使 って材料 を操作 し模型 を作る(例:模 型の心臓を作るために様 々

な材料 とツール を使用す る)。

205-71単 語,箇 条書 き,セ ンテ ンス,簡 単な図表 を用いて観察結果を記録す る(例:鶏 の羽根の構

造を示す図を描 き,各 部 にラベル を付ける)。

分析す ることと解釈す ること

206-2デ ー タを手作業 によ り,ま たは コンピュー タを使 って,頻 度記録 表,棒 グラフな どの多様

な形式で編集 し表示す る(例=心 拍数を,登 った階段 の段数の関数 として グラフで表示す る)。

206-3デ ー タか らパター ンと相違 を読み取 り,そ の理 由の説明を提案す る(例:テ ニスボール を落

とす位置が足に近いほ ど,そ れ をよけることが難 しくなる)。

206-4特 定の疑問に対 して答えを探す とき,様 々な情報源の有用性 を評価す る(例:食 品の栄養情

報を手に入れ るときにTVコ マーシャル の有用性 を評価す る)。

コミュニケーシ ョンとチームワー ク

207-5疑 問が生 じた ときにそれ を特定 し,解 決 を見つけるために他者 と協力 して作業す る(例:模

型の心臓の設計を改良す るた めに協力 して作業す る)。
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図3-3第5学 年 「基本的必要性を満たし,健 康な体を維持する」クラスターの基礎力 「知識」に関す

る学習成果

以下 の作業 を行う ことが生徒に期待 され る。

301-8

302-4

302-5

302-6

302-7

302-8

302-9

ニキビや体毛の成長など身体の変化 と,成 長 ・発育との関係を考える。

人やその他の生物が成長 し,生 殖するため,ま た基本的必要性を満たすために,器 官系が果

たす役割を記述する。

主要な器官である消化器系,排 泄器系,呼 吸器系,循 環器系,お よび神経系について,そ の

構造と機能を記述する。

身体を動かすために骨格系,筋 肉組織および神経系がどのように協調するかを示す。

肌の役割を記述する。

涙,唾 液,肌,一 部の血液細胞,胃 液など,身 体が感染症に対するための防衛機能を記述す

る。

健康な身体を維持するために必要な栄養その他の要件を記述する。

図3-4第5学 年 「基本的必要性を満たし,健 康な体を維持する」クラスターが属する第4学 年～第6

学年の児童が第6学 年の終わ りまでに達成が求められる基礎力 「態度」に関する学習成果

以下の作業を行うよう生徒 を促すことが期待 され る。

科学に対する認識

409

410

411

生徒たちが世界を理解する上で科学とテクノロジーが果たす役割と寄与を認識する。

科学とテクノロジーを応用することで,意 図した影響と意図しない影響の両方が生 じる可能性

があることを理解する。

男女の区別無く,ま た文化的背景の如何にかかわらず,同 じように科学に貢献できることを認

識する。

生徒がた

とえば以 下の作業を行ったときに,こ の目標が達せ られたと見なす:

－物事がどのようにして,ま たなぜ生じるのかを説明するために科学的な考えが助けになることを認

識する。

－科学がすべての疑問に答えられるわけではないことを認識する。

－疑問の答えを探したり,問 題を解決しなければならないときに,科 学的な疑問の追究と問題解決戦
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略を用いる。

－負の影響または意図しない影響が発生する可能性を考慮に入れて,ま たはその可能性を抑えるよう

に,行 動計画を立てる。

－活動に参加するときに,自 分の行動が他者 と環境に及ぼす影響に注意を払う。

－科学の領域で働いている人達に対 し,そ の性別,肉 体的および文化的特徴,あ るいはその人達の世

界観にかかわらず,敬 意を払 う。

－仲間達が科学関連の活動を継続 し,興 味を追究するように励ます。

科学への興味

412様 々な環境の中にある物体 と事象に興味 と好奇心を示す。

413自 ら進んで観察 し,疑 聞 を持 ち,探 究 し,調 査する。

414科 学 とテクノロジーの領域で働 く個人 の活動 に興味を示す。

生徒がた とえば以下の作業 を行った ときに,こ の目標が達せら れたと見なす:

－自分 自身の疑問に対し,試 行錯誤と慎重な観察によって答えを出そうと試みる。

－本,雑 誌,新 聞,ビ デオ,デ ジタルディスク,イ ンターネット,あ るいは家族,教 師,同 級生,お

よび専門家との個人的な議論によって集めた科学関連情報を同級生と共有 し,議 論することに喜び

を表す。

－科学者が特定の領域で何を行っているかについて質問をする。

－科学書 と科学雑誌を読むことに喜びを表す。

－自分自身が世界をどのように見ているかを積極的に表現する。

－科学を行 う自分の能力に自信を示す。

－科学関連の趣味を追究する。

－アマチュアの科学者として探究 と科学的調査に参加 し,他 者の結論ではなく自分 臨身の結論を得る。

科学的な疑問の追究

415

416

417

調査の間および結論を導く前に,自 分 自身の観察と考えだけでなく他者の観察と考えも考慮す

る。

正確さと誠実さの重要性を認識する。

理解するために忍耐と意欲を示す。

生徒がたとえば以下の作業 を行ったときに,こ の目標が達せ られたと見なす:

－確実に理解するために質問をする。

－他の生徒が提出した質問に積極的に答える。

－他の生徒が提出する考えに注意深く耳を傾け,自 分自身の提案とは異なる別の提案を試みることを
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検討する。

－様々な意見に耳を傾け,そ れらを受け入れ,検 討する。

－科学への非伝統的アプローチを,偏 見を持たずに検討する。

－決定を行 う前により多くの情報を手に入れようとする。

－予断や直感ではなく証拠に基づいて結論を出す。

－こうあるべきだという考えや教師が何を期待 していると思 うかではなく,観 察 したことを報告 し記

録する。

－新 しい情報や証拠が提示されたとき,積 極的に行動と意見を変えようとする。

－証拠を集めるとき,自 分の目で見たものと計測 した結果を正確に記録する。

－より一層の正確 さを期すために,時 間をかけて繰り返し計測または観察を行 う。

－実験の中で1つ の変数が変化 したときに何が起きるかを質問する。

－や り始めた作業課題,ま たは1つ の調査のすべてのステップをやり通す。

協力

418探 究と調査を進めながら協力 して作業する

生徒がたとえば以下の作業を行ったときに,こ の目標が達せ られたと見なす:

－グループでの活動またはプロジェク トを行う。

－共同での問題解決に積極的に参加する。

－作業期間が完了するまで,グ ループのメンバーと一緒にいる。

－グループでの活動またはプロジェク トに積極的に貢献する。

－年齢,性 別,あ るいは肉体的または文化的特徴にかかわらず,積 極的に他の人達と協力して作業す

る。

－他者の世界観を積極的に検討する。

責任感

419他 の人 々,他 の生物お よび環境の幸せに対 して注意を払い,ま たそのための責任感 を育む。

生徒がたとえば以下の作業を行った ときに,こ の目標が達せられ たと見なす:

－他の人々に対し,ま た自分を取 り巻く世界に対 しよい影響を及ぼそうと決心する。

－自分の行動がどのような影響 と結果を持つかを頻繁にまた慎重に見直す。

－環境保護のために自分の行動を変えることに対し積極性を示す。

－自分 とは異なる世界観を尊重する。

－環境問題に内在する原因と結果の関係を考察する。

－自分たちの希望 と必要性を満たそ うとすることが環境に負の影響を及ぼす場合があることを認識す

－ 32－



る。

－個人の積極的行動を通じて地域社会の持続可能性に貢献することを決心する。－

1つ の活動が持つ直接的影響だけでなくその先までを見通し,他者と環境にどのような影響が及ぶか

を考える。

安全性

420何 らかの活動を計画 し実行す るとき,ま た材料を選択 しそれを使 うときに,自 分たちの安全性

と他者の安全性に配慮を示す。

421潜 在的危険を意識す る。

生徒

がたとえば以下 の作業を行ったときに,この目標が 達せ られたと見なす:

－材料に付いているラベルを確認し,そ れを解釈するために援助を求める。

－1つ の手順のすべてのステップまたは与えられたすべての指示が守られるようにする。

－材料を運ぶときに安全技術を何回でも利用する。

－材料を廃棄するときは,あ らか じめ教師に相談する。

－必要に応 じて積極的に適切な安全作業着を着用する。

－安全手順に対して適切な配慮を怠ったために問題が起きた場合,そ れに対する自分の責任を認める。

－注意散漫や事故の発生を最小限に抑えるため,活 動が終了するまで自分の持ち場に留まる。

－何かがこぼれたり壊れた り,異 常な事態が発生したとき,た だちに教師に知らせる。

－活動を行った後,掃 除に参加する。

－切 り傷,や けど,お よび異常な反応などがあった場合に,た だちに応急処置のために助けを求める。

－作業場の整理整頓を心がけ,必 要な物だけがそこにあるようにする。
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図3-5第5学 年「 基本的必要性を満た し,健 康な体を維持する」クラスターの学習 「参考例」

生徒は,人 やその他の動物の身体に幾つかの器官と系があり,基 本的必要性を満たすためにそれらが

協調して活動 していることを学ぶことができる。模型とシミュレーションを使用 して,身 体内部の主

な器官を探究 し,そ れ らが体内のどこにあるかを知る機会が生徒に提供されなければならない。健康

な身体のために多くのものがかかわっていることを生徒が認識することが重要である。身体には病原

菌に対抗する独自の防衛機能が備わっているが,栄 養や運動など自分の身体が必要とするものを満た

さなければならないことを生徒は知る必要がある。この参考例は,科 学とテクノロジーの本質を重点

として作 られている。

探究

生徒は,身 体の系と器官が適切に機能できなくなった場合に,そ れらを補助するために使用 される様々

なテクノロジーを探究する。

上記の探究から次の質問が出てくるだろう:

呼吸器系の健康にはどのような要因が影響 しているのか。

発展

生徒は肺 と呼吸器系の健康に環:境要因が及ぼす影響を探究する。

－スモッグ,埃,花 粉,煙 など有害な可能性のある様々な大気汚染物質を指摘する。

－環境汚染物質の調査を行 う。喫煙が肺に及ぼす影響のシミュレーンヨンを含める。大気中の異物を

収集するにはフィルターペーパーとワセリンを使 うことができる。

－呼吸器系がどのようにして有害物質を除去しているか,ア レルギーや喘息のある人など,有 害物質

に対 して特別に敏感な人がどのように反応するかを記述する。

－同級生の肺活量を量り比較する。肺活量に影響を与える要因を指摘する。

応用

生徒は,健 康な肺 と呼吸器系を維持するために役立っ行動は何かを指摘 し,そ れに基づいて行動する

(たとえば定期的な運動プログラムを実行する,受 動喫煙を避けることなど)。

この参考例では,生 徒が以下の学習成果に到達できるように導く方法が提案 されている:

－ STSE(科 学 と テ ク ノ ロ ジ ー,社 会,環 境):104-2,107-2,107-8

－ス キ ル:204-1,205-7,206-2

－矢口識:302-5

－ 態 度:413,419,424
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以上から,カ ナダの『幼稚園か ら第12学 年までの科学の学習成果に関する共通フレームワーク』

が,「 科学教育プログラムは,科 学とテクノロジー,社 会,環 境(STSE)に 関する見方を含むべき

であり,ス キルと知識 と態度を高めてすべての生徒たちの科学的リテ ラシーを確実に発達 させ る

べきである」 とい う科学教育の位置づけに沿った具体的な提案 となっていることがわかる。米国

の 『全米科学教育スタンダー ド』 よりも 「科学 とテクノロジー,社 会,環 境」及び 「スキル」を

具体的に示す とともに,「態度」を基礎力 として明瞭に位置づけ.詳 細な到達目標 としての学習成

果が明示 されている。

科学的探究能力については,基 礎力「スキル」として,「疑問を持つことと計画を立てること」,

「実行することと記録すること」,及 び「分析することと解釈すること」とい う枠組みで捉えられ

ている他,基 礎力 「態度」 として,特 に「科学的な疑問の追究」の姿勢や 「安全性」に配慮す る

態度の育成が関係 している。また,科 学的探究そのものに関する理解が,基 礎力「STSE(科 学 と

テ クノロジー,社 会,環 境)」 における「科学 とテクノロジーの本質」で深められるものとなって

いる。さらに,「参考例」において 「探究」「発展」「応用」の枠組みで展開例を示 していることが,

科学の学習における科学的探究活動の重要性をより鮮明に示す もの となっている。 これ らから,

教科書に掲載 されている科学的知識の伝達あるいは解説的教授に慣れ親 しんだ教育者の授業観 あ

るいは学力観が不適切であり変革が必要 とされていることは明らかである。

3.英 国における科学カ リキュラムの改革

北米でのこうした動きとは別に,イ ングラン ドにおいては,1980年 代に公立学校に通 うすべて

の児童 ・生徒に対する教育水準を高める改革が進展 し,1989年 に初めて全国規模で共通の教育内

容を示 したナショナルカ リキュラムが策定された。ナショナルカ リキュラムでは,5歳 か ら始ま

る11か 年の義務教育期間をキーステージ1(2年 間)と キーステージ2(4年 間)の 初等教育段階

と,キ ーステージ3(3年 間)と キーステージ4(2年 間)の 中等教育段階の4つ のキーステージ

に区分 し,そ れぞれの終わ りに対応 した科学の学習内容 と到達 目標が示 されている10）。 キーステ

ージ3ま での9年 間は
,す べての児童 ・生徒に共通のカ リキュラムであるが,キ ー ステージ4の

2年 間は,中 等教育修了のための資格試験の受験のため,個 々の生徒の能力 ・適性,将 来選択に

応 じた科目選択が可能 となっている。「科学的 リテラシー」とい う用語は用い られていないが,ナ

シ ョナルカ リキュラム(科 学)に 現れるr科 学の重要性」についての以下の引用は,そ の位置づ

けが北米 における「科学的 リテ ラシー」の捉 え方 と共通性の高いものであ ることがわか る。

Ratcliffe11)も,ナ ショナルカ リキュラムでの科学の位置づけが 「科学的 リテラシー」 の方向性 と

同様であると分析 している。

「科学」は生徒たちを刺激 し,身 の回 りの世界の事物現象に関する好奇心をかき立てる。また,

この好奇心を知識で満たす。科学 はアイデアと実際上の経験 とを直接結びつけ,そ のため,さ

まざまな水準で学習者が取 り組むことができる。科学的な方法は実験による証拠 とモデル化を

通 じた説明の発展 と評価 に関わっている。 これが批評的思考と創造的思考に拍車をかける,科

学を通 して,生 徒たちはいかに重要な科学的アイデアが産業や ビジネス,医 学に影響 を与え,

生活の質を改善させ るようなテクノロジーの変化に貢献す るものであるかを理解する。生徒た
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ちは科学を学ぶ重要性を認識 し,そ の世界的な発展を追跡す る。彼 らは,自 身の生活に影響す

るかもしれない科学に基礎をお く諸問題 と社会の行 く末,及 び世界の将来について疑問をもっ

た り討論 した りすることを学ぶ。(p.15)

ナショナルカ リキュラム(科 学)の 学習内容は,11か 年の義務教育期間を通 して,「 科学的探

究」「生命 のプロセスと生物」「物質とその特性」「物理的プロセス」の4つ の領域で構成されてい

る。 「科学的探究」 とい う領域横断的な内容設定が特徴的であるが,そ の中身は,「 科学の本質」

に関す る理解 と,「探究能力」としての,「計画すること」,「証拠を得ることと提示す ること」,「証

拠 を考察すること」,「評価すること」,と い う4つ の基礎的能力で構成 され,発 達段階 とともに,

より単純で基礎的な能力か ら複雑で高度な能力への計画的成長が図られている。義務教育終了段

階(キ ーステージ4)の 「科学的探究」に関する学習内容を図4に 示す12)。

この 「探究能力」の達成度の評価は,4つ の基礎的能力の各指導項 目の達成度を判断するため

の評価基準例や具体的な子 どもの活動や レポー トの例が提供 されてお り,教 師の評価結果の信頼

性を高める努力 と工夫がなされている。また,キ ーステージ2と キーステージ3の 終わ りに,筆

記試験ではあるが 「全国テス ト」が実施 され,そ の中で 「探究能力」の到達状況の把握をね らっ

た出題が工夫されている。

さらに,中 等教育修了のための資格試験(GCSE)で は,「 コースワーク」と呼ばれ る実験 レポー

トを提出 させて,標 準化 された評価基準に沿って得点化するようにしてお り,そ れを筆記試験で

の得点に加 えて,修 了資格の段階(A*,A,B,C,D,E,F,G,及 びuと い う無資格)の 判定に用いる12)。

これによって,す べての生徒にとって,科 学的探究を実行する能力を身につけることが不可欠な

もの として,そ のような科学教育実践が求められている。GCSEに おける科学の 「コースワーク」

の評価基準を図5に 示す。各生徒が提出 した レポー トは,こ の評価基準に沿って得点化 される。

評価結果は,学 校内でのモデ レーションと呼ばれる二重チェック体制 と,外 部評価機 関の専門の

モデ レーターによるサンプルチェックによって,そ の信頼性 を高めるような努力がなされている。

また,ナ シ ョナルカリキュラムにおいては,す べての生徒に,教 科横断的に,重 要な諸スキル

(keyskills)を 伸長 させることが求められている。「科学」では次のようなスキルが示 されてい

る12)。 これ らスキルも,科 学的探究を支える基盤的な能力であると考えられる。

・ さまざまな文脈において事実やアイデアや意見を明らかにするとともに他人に伝 えることを

通 じた 「コミュニケーション」スキル。

・ 直接的や二次的なデータを収集 し,吟 味し,分 析することを通 じた 「数の応用」スキル。

・ 広範な情報通信技術の使用を通 じた 「情報テクノロジー」スキル。

・ 科学的調査を実行することを通 じた 「他人と一緒に作業する」スキル。

・ 成 し遂げてきたことを振 り返 り,達 成 したことを評価することを通 じた 「自分の学習 と成績

を向上させる」スキル。

・ 科学的な疑問に創意ある解で答える方法を見つけることを通 じた 「問題解決」スキル。

英国では,こ のように,科 学的 リテラシーの重要な構成要素 として,す べての生徒に 「科学的

探究」の基礎力を確実に身につけさせる指導 と評価を充実しているところが特徴的である。
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図4Keystage4に おける領域1「 科学的探究」の学習 内容12)

領 域1「 科学 的 探 究」(KeyStage4)

科学での考え方と証拠

1.生 徒たちは以下の事項を教えられるべきである

aい かに科学的な考え方が発表 され,評 価され,広 まっていくか。(例 えば,出 版物や他の科学者のレビュ
ーによって)

b経 験的な証拠を異なって解釈することから,い かに科学的な論争が巻き起こるか。(例 えば,ダ ーウィン

の進化論)

c科 学的な仕事が,そ れがなされる状況から影響を受ける様(例 えば,祉 会的,歴 史的,倫 理的,精 神的)

と,そ うした状況が考え方を受け入れるかいなかにいかに影響を与えるか。

d産 業的,社 会的,及 び環境的な問題に取り組む際の科学の力と限界について考察すること。それは,科 学

が答えられることと答えられないこと,科 学的な知識の不確かさ,及 び,関 連する審美的な諸問題も含む。

調査能力

2.生 徒たちは以下の事項:を教えられるべきである。

「計画すること」

a科 学的な知識 と理解を用いて,さ まざまな考えを調査できる形式に変換し,適 切な方略を計画すること。

b直 接経験に基づく証拠を用いるか,あ るいは二次的な情報源からの証拠を用いるかを決定すること。

c適 切な場面で,予 備的な作業を行って,予 測を立てること。

d証 拠を収集する際,考 慮すべき主要な要因について検討 し,ま た,容 易に変数がコン トロールできないよ

うな状況で(例 えば,野 外作業や調査など)い かに証拠を収集できるかを検討すること。

e収 集 しようとするデータの範囲と程度(例 えば,生 物調査の際の適切な標本の量),技 法,装 置,及 び用

いる材料を決定すること。

「証拠を得ることと提示することJ

f幅 広い装置や材料を用いて,か つ,自 身や他人の安全を確保する作業環境を保つこと。

gデ ータ収集に当たって,ICT(情 報通信技術)を 使用することを含んだ観察や測定を行 うこと。

h誤 差を低減 したり,信 頼性の高い証拠を得たりするために十分な観察や測定を行 うこと。

i観 察や測定における不確かさの程度を判断すること。(例 えば,繰 り返し測定における分散を用いて,測

定値の平均値の正確さの程度を判断すること)

jダ イアグラムや表,チ ャー ト,グ ラフ,及 びICT(情 報通信技術)を 用いて,量 的データや質的データ
を表現したり,他 人に伝えたりすること

「証拠を考察すること」

kダ イアグラムや表,チ ャー ト,グ ラフを用いて,デ ータにおけるパターンや関連性を見つけた り説明した

りすること。

1計 算の結果を適切な程度の正確さで表現すること。

m観 察や測定,そ の他のデータを用いて,結 論を導くこと。

nこ うした結論がどの範囲において予測を支持するか,及 び,さ らなる予測を可能とするか,に ついて説明

すること。

o科 学的な知識 と理解を用いて,観察や測定,そ の他のデータ,及び結論を説明したり解釈 したりすること。

「評価すること」

P不 規則なデータについて,そ れ らを却下,も しくは採用するための理由について検討するとともに,測 定

と観察にともなう不確かさに関して,デ ータの信頼性を検討すること。

q収 集した証拠がいかなる結論やなされる解釈を十分に支持するかどうかについて検討すること。

r用 いた方法に対する改善点を示唆すること.

sさ らなる調査について示唆すること。
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図5GCSEに お ける科学の「 コースワーク」の評価基準12)

能力領域P「 計画すること」(Planning)

2点P.2a単 純な手順を説明している。

4点P.4a根 拠を確実にするような証拠を収集するように計画している。

P.4b証 拠に関して相応 しい準備物や情報源の利用を計画している。

6点P.6aあ る手続きを計画し伝えるために科学的知識と理解を用い,重 要な諸要因を特定 したり,変 化さ

せたり,抑 制したり,考 慮に入れたり,ま た,適 切な場合に予測を行っている。

P.6b証 拠を収集するために,あ る適当な範囲と大きさを決定している。

8点P.8aあ る適切な手法を計画 し伝えるために詳細な科学的知識と理解を用いており,そ こに,正 確で信

頼できる証拠を生成する必要性と,予 測をした場合に予測を正当化する必要性を考慮している。

P.8b計 画を述べるために,適 切な場合に先行研究から関連する情報を用いている。

能 力 領 域O「 証 拠 を得 る こ と」(ObtainingEvidence)

2点O.2aあ る 単純 で安 全 な手 順 を用 い て い く らか証 拠 を収 集 してい る。

4点O.4a活 動 に十 分 で適切 な証 拠 を収集 して い る。

O.4b証 拠 を記 録 して い る。

6点O.6a十 分 に体 系 的で 正確 な 証拠 を集 め,ま た,適 切 な場 面 で繰 り返 しや 確認 を して い る。

O.6b収 集 した証拠 を明確 にか つ正確 に記録 してい る。

8点O.8aあ る適 切 な範 囲 で信 頼 で き る証 拠 を得 た り記録 した りす る ため の正確 な手順 と技能 を用 い てい る。

能 力 領 域A「 証 拠 を分 析 し考 察 す る こ と」(Analysingandconsideringevidence)

2点A.2a証 拠 に よって何 が 示 され るか を簡潔 に述 べ てい る。

4点A.4a証 拠 を説 明す る た めの基 礎 と して,単 純 な 図解 や 図表 や グ ラフ を用 い てい る。

A.4b証 拠 中の傾 向 とパ ター ン を特定 してい る。

6点A.6aあ る結 論 に 向け て証 拠 を処 理す るた めに,相 応 しい図解 や 図表,グ ラ フ(適 切 な場 合 に最 適 に 当

ては ま る線 が 引 かれ て い る),あ るい は数 字で 表す方 法 を作 った り用 い た りして い る。

A.6b証 拠 に合 致 す る あ る結論 を導 き,そ れ を科学 的知 識 と理解 を用 いて 説 明 してい る。

8点A.8a詳 細 な科 学 的 知識 と理 解 を用 いて,証 拠 を処理 して導 かれ た根 拠 の確 かな結 論 を説 明 して い る。

A.8b予 測 が な され て いた 場合 に,ど の程 度 まで結論 が そ の予測 を支持 す る かを説 明 してい る。

能 力領 域E「 評価 す る こ と」(Evaluating)

2点E.2a用 い た手 順 や得 られ た証 拠 に 関連 した批 評 を行 って い る。

4点E.4a何 らか の変 則 を特 定 しなが ら,証 拠 の質 につ いて批 評 してい る。

E.4b手 順 の適 切性 につ い て批 評 し,ま た適 切 な場 合 に,そ れ を改善 す るた め の変 更点 を示 唆 してい る。

6点E.6a証 拠 の信 頼性 と,そ れ が結 論 を支 持す る に十分 か ど うか につ いて,変 則 を説 明 しなが ら,批 評 的

に考 察 して い る。

E.6b付 加 的 に関連 す る証拠 を与 え る さ らな る研 究につ い て,詳 細 に記 述 してい る。
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2006年9月 か ら,ナ シ ョナル カ リキュラムの義務教育終 了段階(キ ー ステー ジ4)の 科学 の内

容 が大幅 に変更 され た。 新 しい カ リキュラムで は,前 記の 「探 究能 力」の領 域 が拡張 され,そ れ

を含む形 で,「 科学は どうはた らいてい るかHowscienceworks」 とい う領 域名称 とな り,コ ア

と呼 ばれ るす べ て の生徒 が履 修 すべ き内 容 と して位 置 づ け られ た。 「学 習 の範 囲Breadthof

study」 と呼 ばれ るコアに含まれ る科学の体系 的知識 の範 囲は よ り厳選 され,コ アを履修 した後 に,

生徒 の能力資質 に合 った科 目を さ らに選 択 させ る形態 となった。 具体的な仕 組み につい てな,第

10章 で説 明す る。「科学 は どうはた らいてい るかHowscienceworks」 で示 されてい る生徒 に教

え られ るべ き内容 を図6に 示す。

図6ナ ショナルカ りキュラムr科 学」 で2006お年度に改訂 され たキーステー ジ4の 内容の一部 紛

科 学 はど うはた らいて いるか

データ,証 拠,理 論,及 び,説 明

a科 学的なデータが,ど のように収集され,解 析 されるか

bデ ータの解釈の仕方,創 造的な思考の用い方,考 えをテストしたり,理 論を構築するためにどのよう

に証拠を提示するか

c科 学的な理論,モ デルや考えを使って,多 くの現象に関する説明がどのように発展していけるか

d現 在の科学では答えが繊ていない問題や説明ができない問題があること

実践能力及び探究能 力

a科 学的な考えをテス トしたり,科 学的な疑問に答えたり,科 学的な問題を解決したりするための計画を

立てること

b直 接にデータを収集したり,ICTや その他のツールを使 うなどして二次的にデータを収集したりするこ

と

c直 接にデータを収集する際に,正 確にかつ安全に,個 人や他人と協力して作業すること

dデ ータの収集方法について評価したり,証 拠 としてのデータの妥当性や信頼性について考察すること

コミュニケーシ ョン能 力

a科 学的な情報や考えを想起 したり,分 析 した り,解 釈したり,応 用したり,疑 問を発 したりすること

b定 性的検討と定塁的検討の両方を用いること

c科 学や科学技術や数学の醤語や,き まり,記 号,情 報通信手段などを用いて,情 報を提示 した り,主 張

を構成した り,結 論を導いたりすること

科学の応用と関連

a現 代の発展 した科学や科学技術の利用と,そ れらの利益,不 利益,危 険性に関すること

b科 学や科学技術に関する決定が,そ れがもたらす倫理上の問題も含めて,ど のようにまたどうして行わ

れるかに関すること,及 び,そ うした決定の及ぼす社会経済環境への影響について考察すること

c科 学的な知識と科学的な考えの不確実性が,時 間が経過するといかに変化するかに関す ること,及 び,

そうした変化を正当化する際に科学者コミュユティが果たす役割に関すること
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図6で 示 される領域r科 学はどうはたらいているか」は,図4で 示 された改訂前の領域 「科学

的探究」と比較 して,「データ,証 拠,理 論 及び,説 明」「コミュニケーシ ョン能力」「科学の応

用 と関連」の側面が新たに加わったあるいは強化 されたものとなっていることがわかる。科学の

学習を通 じて,科 学的な体系的知識の習得に止まらず,実 践的な科学的探究能力を獲得すること

に加 えて,さ らに,こ れ らの領域横断的な資質や能力をすべての生徒に獲得 させ ようとしている。

その意味で,こ れ らの特徴 は,イ ングラン ドの義務教育が生徒に将来市民生活を営む上で習得 し

ておいてほしい資質能力 として位置づけた科学的 リテラシーの具体的な提案であると見なす こと

ができる。

さらに,そ の具体像は生徒に対 して教科書によって示される。本報告書の第10章 では,教 科書

の一つである「TwentyFirstCenturyScience」 の内容の特徴について述べる。

4.OECDに おける科学的 リテラシーの位置づけ

西 ヨーロッパの殆 どの国が加盟する経済協力開発機構(OECD)で は,加 盟する先進各国の義務

教育終了段階にある生徒が,今 日の社会が直面する課題に対 してどの程度準備ができているかを

測定する 「生徒の学習到達度調査(PISA)」14,15,16)を2000年 か ら3年 間隔で実施 している。測定

領域の一つ として 「科学的 リテラシー」を調査しており,そ こでは 「科学的 リテラシー」につい

て 「自然界及び人間の活動 によって起 こる自然界の変化について理解 し,意 志決定す るために,

科学的知識を使用 し,課 題 を明確 にし,証 拠に基づ く結論を導き出す能力」としている難 。

この定義においては,こ れまでの学校で学習される科学では,自 然界に関する知識や概念の習

得が 中心であ り,必 ず しも,「人間の活動 と自然界 との関連が理解 されていない,ま た 「意志決

定」 に役立つための思考力が育っていない とい う問題意識か ら,今 までの科学の学力では不十分

であった と考え られる側面を測定 しようとしている意図が読みとれる。一方で,観 察や実験な ど,

実践を伴 う科学的探究能力や実験技能は,こ の定義には盛 り込まれておらず,PISA調 査 も筆記試

験のみで行われ る。PISA調 査は,こ れから社会で活躍する一市民 として期待 される資質 ・能力の

到達の程度を測定す るのであ り,科 学者や技術者 といった特定の人材育成に関わる資質 ・能力の

測定は意図されていないのであるが,実 践的な科学的探究能力をどの程度市民に期待す るかにつ

いては明 らかでない。

測定 しよ うとする目標 と手段 との一致度を高めるために,科 学的 リテラシーの多様な側面を分

析的に捉え,そ れぞれの側面に関連づけた問題を作成す るどともに,出 題問題全体で各側面をバ

ランス良 く測定できるよ うに問題 を配置する工夫がなされている。PISAで は,こ の分析的な捉え

方を 「フレームワーク(枠 組み)」15)と呼ぶ。2003年 調査において,科 学的リテラシーのフレーム

ワークは,次 の「科学的知識 ・概念」「科学的プロセス」「科学的状況 ・文脈」とい う3つ の側面

か ら捉え られた。

脚注2006年 実施のPISA調 査では,科 学的リテラシーを中心的な測定領域とし,測 定可能な内容

の拡張に合わせて,科 学的 リテラシーの定義も改訂された。その内容については,本 報告書の第

11章 で述べている。
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科学的知識 ・概念

科学的プロセス

科学的状況 ・文脈

:物 理学,化 学,生 物学などの各分野か ら選択 され,力 と運動,生 命

の多様性,生 理的変化などの多 くのテーマから導かれる。(物質の構造

と性質,大 気の変化,化 学的 ・物理的変化,エ ネルギーの移動,カ と

運動,形 態と機能,生 理的変化,遺 伝子操作,生 態系,地 球 と宇宙,

地質的変化)

:プ ロセス1:科 学的現象を記述 し,説 明し,予 測すること

プロセス2:科 学的探究を理解す ること

プロセス3:科 学的証拠 と科学的結論を解釈すること

:生活 ど健康,地 球 と環境,テ クノロジーについて,日 常生活におけ

る様々な状況で科学を用いること

OECDで は,1997年 よりDeSeCo17)(重 要な諏ンピテンスの定義 と選択)プ ロジェク トを発足 させ,

市民に期待 され るコンピテンス(資 質や能力)の 検討を進めた。DeSeCoは,コ ンピテンスの必要

性を個人の成功のためと,社 会の成功のための両面か ら捉え(図7),そ の必要性を満たすための

コンピテンスとして次の3つ の領域を定義 した。

ツールを効果的に用いることができる

　個人は,情 報技術など物理的なツール とともに言語の使用など社会文化的なツールを

幅広 く用いる必要がある

異質な集団において活躍できる

　個人は,世 界が益々相互依存的になるにつれ,さ まざまな背景をもつ人々と協力 して

取 り組む必要がある

自律 して活動できる

　個人は,自 らの生活に責任 をもち,広 範な社会状況に生活を位置づけ,僧 律 して活動

す る必要がある

図7コ ンピテンスの必要性

個 人 の 成 功
・有利な雇用,収 入
・個 人の健康,安 全
・政治 への参加

・社 交的関係

社会 の成 功
・経済的生産性
・民主主義的プロセス
・社会の団結,平等,人権
・生態系の持続

必 要 とな る もの
・個 人の:コンピテンス

・機 関のコンピテンス

・集 団のゴールに向かって

個人のコンピテンスを

適用すること
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PISA調 査では,主 として,領 域 「ツールを効果的に用いることができる」のコンピテンスの到

達度を測定するものであ り,科 学的リテラシーも,そ うしたコンピテンスの文脈を背景 としてい

る。 したがって,図7に 示 されるように,個 人の成功 と社会の成功のために役立つ学習成果 とし

て「科学的 リテラシー」を位置づけていることとなる。

PISA調 査がもたらす国際競争的文脈において,こ うした「科学的 リテラシー」の捉え方が,今

後,科 学カ リキュラム改革の国際的な動向に少なからず影響すると予想 され る。

5.米 国における科学的 リテラシーの育成を目指した科学教科書の事例

以上のように,科 学的リテラシーの育成が,多 くの国の科学カ リキュラムの目標 とな りつつあ

る中で,そ の 目標の実現を目的 とした科学教科書も数多く開発されつっある。米国では,1995年

の 『全米科学教育スタンダー ド』の策定後,そ れに対応 した新たな科学教科書が開発 されてきた。

その代表例 として,“SciencePlusTechnologyandSociety”18)を 紹介する。 これを取 り上げる

理由は,プ ロジェク ト2061に よる教科書評価結果7)で,中 学校(ミ ドルスクール)用 の科学教科

書で相対的に高い評価を受けた教科書であるからである。以下にその主な特徴を記す。

教科書は緑 レベル,赤 レベル,青 レベルの3分 冊か らなってお り,そ れぞれを通常1年 間かけ

て学習する。各冊 とも分厚 く,約550頁 のいわゆる本文に,発 展的な学習資料としての約200頁

が続 く。教科書で扱われる知識量の多 さは,米 国の科学教科書の一般的特徴であるが,想 定され

ている授業時数は,週 当た り5時 間であり,わ が国での週3時 間かそれ以下の状況 とは大きく異

なる。図8に,そ れぞれのレベルの単元タイ トルと,括 弧内に単元内の各章のタイ トルを示す。

各単元は,物 理科学,生 命科学,地 球:科学のいずれかを中心としつつも,他 の2つ とも関連す

るように融合が図られている。また,“SciencePlusTechnologyandSociety” とい う教科書名

がその姿勢を象徴 しているように,科 学と社会,お よび科学と技術との関連性を示す事例が数多

く盛 り込まれている。 さらに 「社会における技術」「科学と技術」「科学 と技術の環境への影響」

「科学 と健康」「現実の科学者」「科学 と芸術」「奇妙な科学」をテーマ として述べた4つ のコラム

が各単元末に掲載 され,学 際性を更に高めている。

また,す べての単元で,観 察実験に関わる幅広い科学的探究能力が扱われてお り,各 単元で 「観

察する」「伝達する」 「測定す る」「比較する」「対照する」「組織化する」「分類する」「分析する」

「推測す る」 「仮説を立てる」 「予測する」の中から特に強調 され る3つ の能力が明確に示 されて

いる。 さらに,教 師用書では,『全米科学教育スタンダー ド』の各項 目と教科書との対応関係が明

確に示 されている。これ らのことから,こ の教科書が 目標 とされている科学的 リテラシーの育成

に向けて数多 くの工夫を図ったものであるとわかる。
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図8米 国 の 中 学 校 科 学 教 科 書“SciencePlusTechnologyandSociety”(2002)の 内 容

[緑 レベル〕

単元1

単元2

単元3

単元4

単元5

単元6

単元7

単元8

科学 とテ クノロジー(科 学 とは;科 学的であるとは;科 学か らテクノロジーまで)

生き物のさま ざまなパ ターン(生 きていることと蹴 って動かす こと;成 長のパター ン;反

応のパ ター ン;生 命のブ ロックを組み立てる)

小 さな世界(隠 れた世界;友 か敵か;そ れぞれの場所で細菌 を大事にす ること)

物質 を調べ る(物 質に出会 う;物 質を測定する;物 質をもっと知る)

化学的な変化(薬 晶 とあなた;ゲ ームの名前は 「変化」;化 学 を学習する)

エネル ギー とあなた(エ ネルギーの さまざまな顔;電 気エネルギーに注 目;エ ネルギーの

代金;エ ネルギーの昨 日,今日,明日)

温度 と熱(温 度,熱 移動す る熱γ

私たちの変化す る地球(変 化 しうる惑星;速 い変化 と遅い変化;水 と風 と氷)

[赤 レベル]

単元1

単元2

単元3

単元4

単元5

単元6

単元7

単元8

相互作用(プ レイヤー と役割;エ ネルギーの大切 さ;変 化に変化,さ らに変化)

生き物の多様性(こ んなに多様!;な ぜそんなに多様なのか?;追 跡す る)

溶液(溶 液か否か?;溶 液 と溶質 を分離す る;溶 液の濃度)

カ と運動(力 を理解する;力 を測定す る;力 と見合 う動き;カ をもっ と知 る)

構造 とデザイ ン(構 造に関す る科学;デ ザイ ン(設 計)の アー ト)

休む ことのない地球(揺 れ る,鳴 る,流 れ る;岩 石の役割;化 石一過去の記録)

星々に向かって(観 察者たち;地 球 は動 く;太 陽系を探究す る;私 たちの宇宙)

成長す る植物(庭 の養分;植 物体内の動き;あ なたの身のまわ りの植物)

[青 レベル〕

単元1

単元2

単元3

単元4

単元5

単元6

単元7

単元8

生命のプロセス(生 きるためのエネル ギー;あ る水の世界;生 命 を維持す る)

粒子(観 察す ることを超 えて;粒 子 たちの入れ物(ケ ース);粒 子モデル を確 かめる;原

子の世界)

機械,仕 事 とエネルギー(エ ネル ギーを仕 事に注 ぐ;エ ネルギーを利用す る)

海洋 と気候(惑 星の温度;水 の海洋 と大気;風 と気流)

電磁気 システム(導 線 内のエネル ギー;電 気のみな もと;電 流 と回路)

音(音 って何?;音 は どのよ うに伝わ るか;近 づいて聞く)

光(光 の正体;光 は どのよ うに振 る舞 うか;光 とイ メージ)

生命の連続性(数 々の発 見;生 命 の取 り扱 い説明書)
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6.海 外動向か らのわが国の科学カリキュラム改革への示唆と過去か らの教訓

本稿では,海 外における約20年 間に及ぶ科学的 リテラシーの育成へ向けた科学カ リキュラム改

革の動向を分析 してきた。科学的 リテラシーに関する捉え方や取 り組みには多様性が見られるが,

「教育の最終成果 としての科学的 リテラシーの到達目標 を設定すること」 と 「科学的 リテラシー

を実現す るための道標 として,初 等中等教育期間全体に及ぶ,段 階的な到達 目標 を設定す ること」,

さらに 「科学的 リテラシーの内容は,将 来,科 学技術を職業とする者の視点からではなく,す べ

ての国民にとっての必要性の視点か ら策定すること」は,ほ ぼ共通 した動向である。わが国にお

いても,そ うした科学的 リテラシーの育成を目標 とした科学カ リキュラム改革を行 うべき時期に

あると言える。

政府 の2006年 度からの5か 年の第3期 科学技術基本計画19)では,国 民の科学技術への理解 と共

感を醸成するために,今 後,成 人が身につけるべき科学技術 リテラシー像(科 学 ・数学 ・技術 に

関係 した知識 ・技術 ・物の見方を具体化,文 書化 したもの)の 策定に取 り組む。 これまでわが国

においては,一 人ひとりの国民がいかなる科学技術的な素養を有するべきかについての合意を 目

指 した活動は存在 しなかった。 したがって,義 務教育段階である小中学校の学習指導要領に規定

された内容が実質的に基礎的な科学技術的素養の水準と見なされてきた。 しか しなが ら,科 学技

術政策研究所20)が2001年 に行った科学技術に関する一般国民を対象 とした意識調査の結果は,科

学の基礎的な概念の理解度のみならず,科 学技術への関心度についても,欧 米諸国に比べて低い

水準に留まっていた。 このことは,こ れまでの学校における理科教育は,成 人 となった ときの科

学技術的素養 としての成果には必ず しもっながらないものであったことを示唆 している。つま り,

成人 となった ときの科学技術 リテラシー像 を見定めて,そ の実現に向けた教育プロセスをこれま

で整備 してこなかったことが,国 民の科学への理解 と共感を十分得られない科学教育を招いてき

た と言えるだろ う。

わが国においても,昭 和20年 代に 「すべての国民にとっての必要性の視点から策定」された科

学カ リキュラムが存在 した。戦後の教育体制は,連 合軍の占領下とい う特殊な事情の下で整備 さ

れていったが,そ の過程で,米 国におけるデューイ哲学を背景にもつ進歩主義教育の理念が導入

され,い わゆる生活単元学習が科学カ リキュラムの主流 となった。以下,関 ・長洲 鋤による昭和

22年 版理科の学習指導要領の分析 を参照 しなが ら,当 時の科学教育について考察する。

昭和22年 版の中学校理科の学習指導要領(試 案)は,昭 和30年 代以後の2分 野制ではなく,

一般理科(generalscience)と して科 目が融合 されたものであ
った。理科の指導 目標には,「 す

べての人が合理的な生活を営み,い っそ うよい生活ができるように,児 童 ・生徒の環境にある闇

題について次の三点を身につけるようにすること。1.物 ごとを科学的に見た り考えた り取 り扱っ

た りす る能力。2.科 学の原理 と応用に関する知識。3.真 理を見出 し進んで新 しいものを作 り出

す能力。」 と述べ られている。小学校 と中学校を通 じた9か 年で,「比較により区別す る能力」 と

か 「科学的に分類する能力」 といった理科で学習 されるさまざまな能力を発達させる見通 しが示

されている。また,指 導内容 とともに,理 科の指導法についても記 されてお り,そ の中で,r研 究

する」とか 「問題 を解決す る」といった科学的探究能力の育成に関わった指導も説明されている。
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図9昭 和22年 版の中学校理科の学習指導要領(試 案)に 示された指導内容の構成

第七学年

単元一

単元二

単元三

単元四

単元五

単元六

単元一

単元二

単元三

単元四

単元五

単元六

単元一

単元二

単元三

単元四

単元五

単元六

空気はどのようにはたらいているか

水はどのように大切か

火をどのように使ったらよいか

何をどれだけ食べたらよいか

草や木はどのようにして生きているか

動物は人とどのような関係にあるか

第八学年

きものは何から作るか

体はどのように働いているか

海をどのように利用 しているか

土はどのようにしてできたか

地下の資源をどのように利用 しているか

家はどんなふ うにして建てられるか

第九学年

星は目常生活にどんな関係があるか

機械を使 うと仕事はどんなにはかどるか

電気はどのように役に立っているか

交通 ・通信機関はどれだけ生活を豊かにしているか

人と微生物 とのたたかいはどんなになっているか

生活をどう改めたらよいか

図9に,昭 和22年 版の中学校理科の学習指導要領(試 案)に 示 された指導内容の構成を示すが,

ここで,単 元が疑問形式で表 されているのは,単 元がr単 に学習内容のまとまりを示すだけのも

のではなく,そ れは生活の中から取 り上げられた課題 として提示されるもの」 と捉え られている

ことにより,し たがって 「何が・・・・ どのように・・・・ 」 といった表現 をとるのが一般的な

形式とされていた。また,単 元の大部分が衣食住 とのかかわ りや,生 活 との関係及び利用 といっ

た立場でとらえていることは,「Deweyに よって代表 され る当時の理科の基本理念が 「経験」や 「実

用」を基調 とした ことからもうかが うことができる。現在の理科は基本概念 とのっなが りを重視

して内容 を精選 してお り,こ の当時扱われていた応用的な内容の大部分は削除された り,保 健体

育科や技術 ・家庭科で扱 うよ うになった」と説明 されている く文献21)p.285)。

さらに,例 えば 「単元一 空気は どのようにはたらいているか」の指導内容が,呼 吸や燃焼,

空気の重さ,温 度 と膨張,融 点 ・沸点 と物質の三態,気 温の変化 と風 ・雨 ・雪,天 気 の変化,気

象災害な ど,自 然科学全般 にわたって取 り上げ られてお り,教 材を融合的総合的に扱 う姿勢が見

られ る。 こうしたgeneralSCienCe(一 般理科)と しての扱いは,「 単に内容を分野や領域な どに
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分けずに構成するだけでなく,そ れらを生徒の生活経験の視点に立って融合する点にあるとい う」

特徴を持っている。しか しなが ら,「そこには一つの論理的な筋はあっても学問的な筋やまとま り

は無視 される結果 となり,こ のことが後に批判を招き,い わゆる系統学習や2分 野制が とられ る

大きな原因となった」(文献21)p.287)と いう負の側面も持っていた。昭和20年 代の科学カ リキュ

ラムが批判 され,よ り系統的な学習を重要視するようになった背景には,「1)学 習内容の拡大に

対 して歯止めがない。2)科 学技術の成果の応用的なものや現象的なものに目を奪われがちで,

科学の基本的なことが見失われやすい。3)知 識 ・理解がばらばらで,ま とまりや系統性がない。」

な どの問題の指摘があるのだとい う(文 献21)p.291)。

昭和22年 版の学習指導要領のねらいをより一層徹底 させるために,昭 和27年 に改訂された学

習指導要領が発行 された(昭 和26年 版)。 知識 ・理解,能 力 と技能の指導 目標 とともに,そ れぞ

れに対応 した評価方法 も示 された。科学的探究能力に関連が強い 「能力と技能」の目標は,以 下

のように記 されている。

図 絢 昭和26年 版学習指導要領(試 案)に おける中学理科の目標(一 部)

Ⅰ自然界の事物,現 象を観察する能力

(1)解 決すべき問題を発見する能力

(2)観 察を正確に注意深く行 う能力

(3)長 期間にわたって継続観察する能力

(4)関 係的に観察する能力

Ⅱ科学的な問題を解こ決する能力

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

（8)

(9)

資料を集める能力

資料を利用する能力

実験を計画し実行する能力

事実に基づいて論理的に考察する能力

自然現象を構成要素または因子に分析する能力

いろいろな自然現象観察 をし,そ れらに通 じる原理または特性を抽出する能力

帰納 した結果を実証する能力

科学に関する記述 ・統計 ・図表などを理解する能力

物ごとを,科 学的な規準に基づいて分類する能力

Ⅲ科学的な問題を解決するのに必要な技能

（1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

生物を飼育 ・栽培する技能

機械 ・道具 ・装置 ・薬品などを扱 う技能

標本を作製する技能

統計 ・図表などを作成する技能

簡易な機械や道具を作成する技能

正確に記録する技能
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また,学 年 で扱 う内容 も次のように,昭 和22年 版に比べて,よ り具体牲 のある表現 として,主

題 と単元名が示された。

図11昭 和26年 版学習指導要領(試 案)に おける中学理科の指導内容の主題と単元名

第1学 年 主題 「自然 のすがた」

単元Ⅰ

単元Ⅱ

単元Ⅲ

単元Ⅳ

単元Ⅴ

単元Ⅵ

季節や天気は どの ように変化す るか。また,こ れ らの変化は人生 にどのよ

うな影響 を及 ぼすか。

地球の表面は どのよ うな形を しているか。また,そ れは人生 にどんな影響

を与えるか。

水は 自然界の どんなところにあるか。また,水 は生活 にどの ようなつ なが

りをもってい るか。

生物は どこで,ど のよ うに生育す るか。

地下は どのよ うになっているか。また,そ こからどのような資源が得 られ

るか。

天体 はわれ われの生活 とどのよ うなつ なが りをもっているか。

第2学 年 主題「日常の科学」

単元Ⅰ

単元Ⅱ

単元Ⅲ

単元Ⅳ

単元Ⅴ

単元Ⅵ

われわれは自然界のどこから食物を得ているか。また,そ れをどのように

使っているか。

われわれが健康を保ち進めるためには,ど のような食物や衣服を必要とす

るか。

家を健康によく安全で便利なものにするにはどうしたらよいか。

熱や光は近代生活にどのように利用されているか。

電気は家庭や社会でどのように使われているか。

機械や道具を使 うと仕事はどのようにはかどるか。

第3学 年 主題 「科学の恩恵」

単元Ⅰ

単元Ⅱ

単元Ⅲ

単元Ⅳ

単元Ⅴ

単元Ⅵ

科学の研究は生物の改良にどのように役だつか。

天然資源を開発利用 し,さ らにこれから新しい物資をつくり出すのに科学

はどのように役だっているか。

科学によって見える世界はどのように広がったか。

交通に科学がどのように応用されているか。

通信に科学がどのように応用されているか。

科学は人生にどのような貢献をしているか。

これ らの単元が実際にはどのよ うに構成 されたかを調べ るために,昭 和26年 版学習指導要領に

基づ く検定教科書を事例 として,詳 しい内容構成 を分析することとした。事例 として用いたのは,

学校図書(株)に よる中学校理科教科書 『中学理科』(1年:自 然のすがた,2年:日 常の科学,
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3年:科 学の恩恵)22)で ある。教科書 目次にある単元構成を,単 元別,章 別,及 び,節 別に,そ れ

ぞれの特徴を分類 した結果を本稿末尾に示 した(表3)。 分類に用いた区分は,「物理」「化学」「生

物」「地学」「環境」「生活 と健康」「科学技術」の7つ である。「科学技術」は,科 学技術の成果に

関す る内容 と科学や技術の本質的理解に関わる内容の両面を含む。単元や章,節 のそれぞれのタ

イ トルか ら,主 たるテーマを7つ の区分のいずれとするのが適切か という観点で判断 した。

全体的な分類結果を表2に 示す。最小単位の 「節」別で,最 も出現頻度が高かったのは,「科学

技術」(30%)で,次 に多い 「生活 と健康」(25%)と 合わせて全体の過半数 を占めている。この

ことから,こ の教科書が,「物理」や 「化学」といった個別科学の系統的理解 よりも,科 学や技術

の応用や生活 との関連性の理解 を重視 していることが明確である。

表2昭 和26年 版学習指導要領に基づく中学校理科の検定教科書 『中学理科』(学校図書)の

内容構成の区分別分類結果(表 中数値は,出 現頻度と割合)

各単元や各章内でも,そ れに含まれる節が,複 数のテーマ(分 類区分)に 属 しているものが多

く,総 合的なテーマ構成が特徴的である。例えば,表3に 示すように,第1学 年の 「単元3水

は私た ちとどのようなつ なが りがあるか」では,5つ の章が 「物理」 「化学」「生物 「地学」「生

活 と健康」と,そ れぞれ異なるテーマを扱 うものとなっている。

このようにわが国の昭和20年 代の科学教育では,科 学やテクノロジーが日常生活,社 会生活 と

いかに密接に関連 しているかを理解 させ,か つ科学やテクノロジーが応用できるように工夫され

てお り,今 日,わ れわれが改革を進 めようとしている 「科学的 リテラシー」を育成する科学教育

の方 向ときわめて共通性が高い内容であった。科学的探究能力についても,今 日 「科学的 リテラ

シー」の文脈で科学教育に育成が期待 されている内容 と同様あるいはよ り詳細な内容 となってい

る。 したがって,当 時の取 り組みには,今 後,わ が国における 「科学的 リテラシー」の育成 に向

けた科学カ リキュラム改革において参考 となる点が少な くない と感 じる。 しか しなが ら,昭 和20

年代の科学カ リキュラムが,昭 和30年 代以後に,科 学の系統的な学習へ と変質せざるを得なかっ

た歴史的事実は,当 時の科学教育観が,す べての国民が身につけることを想定した 「科学的 リテ

ラシー」 としては受 け入れ られ るものではなかったことを意味している。当時の経済社会にとっ

て,そ の発展のために,生 活単元学習で育まれる学力よりも,よ り系統的な科学の学力の習得の
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方が重要と見な されるとい う状況は十分理解できる。 この過去からわれわれが学ぶことのできる

教訓は,す べての子 どもに身につけさせるべき 「科学的 リテ ラシー」の到達 目標は,幅 広い国民

及び経済社会か ら支持 されるものでなくてはな らず,ま たそ うなるように策定される必要がある

ことと,そ の 目標の実現へ向けて開発 される科学カ リキュラムが,数 十年間の長期的な見通 しを

持って安定 した取 り組み として整備 されなくてはな らないことであると考える。そのためには,

目標 としての 「科学的 リテラシー」の中身が明確に示 された上で,科 学カ リ・キュラムがその実現

に向けてのプロセスを反映 したものとして示 され る必要があるであろう。その作業において,海

外における科学カ リキュラム改革の経験並びにわが国における過去の科学カ リキュラムの記録は,

極 めて有用な情報を提供するものと考える。
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表3昭 和26年 版学習指導要領検定済中学校理科教科書 『中学理科』(学校図書)の 内容構成の分類

[理科第 噛学年] 『自然のすがた』

単元1季 節や天気はどのように移 り変わるか

Ⅰ季節はどのように移り変わるか

1.

2.

3.

4.

5.

春夏秋冬はどのようにめぐってくるか

季節の移り変わるにつれて自然のすがたはどのよ

うに変わるか

気温はどのようにして測るか

気温は所によってどのようにちがうか

気温はどのような原因で変わるか

Ⅱ風はどのようにふくか

1

2

3

4.

5.

風の方向はどのようにして測るか

風の強さはどのようにして測るか

季節風はどうしてふ くか

気圧とは何か

低気圧 ・高気圧とはどんなものか

Ⅲ空気中の水分はどんなすがたとなって現れるか

1.

2

3

4

5

空気中には水蒸気がどれくらいふくまれているか

露や霜はどうしてできるか

雲にはどんな形のものがあるか

雨はどうしてふるか

雪はどうしてふるか

Ⅳ天気はどうして変わるか

1.

2.

3.

4.

J.

天気図とはどんなものか

不連続線 とはどのようなものか

低気圧がくるとなぜ天気が悪くなるか

高気圧の中では天気はどのようになるか

天気の変わり方はどうして予知できるか

Ⅴ季節が変わるにつれて私たちの生活はどのように変わるか

1.

2.

季節が変わるにつれて生物はどのように生活する

か

季節が変わるにつれて私たちはその生活のし方を

どのように変えるか

単元2地 球の表面のすがたはどのように変わっていくか

Ⅰ空気や水は地表をどのように変えるか

単元

地学

地学

節

地学

地学

地学

地学

生活と健康

地学

項目

地学

地学

地学

地学

地学

地学,

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

生物

生活と健康
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1.

2.

3.

空気や水のはた らき

川はどのように変化していくか

海水は海岸をどのように変えるか

Ⅱ土地の隆起や沈降をどのようにして知るか

1.

2.

土地が隆起 したことは何でわかるか

土地がしずんだことは何でわかるか

Ⅲ山はどのようにしてできたか

1

2Y

山のできかた

山はどのように移 り変わっていくか

Ⅳ火山はどのようにしてできるか

1.

2.

3.

世界で火山の多いところはどこか

火山はどのようにしてできたか

温泉はこうしてできるか

Ⅴ地震によって土地はどのように変化するか

1.

2.

3.

世界で地震の多いところはどこか

地震はどうして起こるか

地震によって土地はどのように変化するか

Ⅵ地球の表面はどうなっているか

1.

2.

地球の水陸分布はどのようになっているか

日本列島の山や川にはどのような特ちょうがある

か

単元3水 は私たちとどのようなっなが りがあるか

Ⅰ人や他の生物はどのように水を使 うか

1M

2.

3.

水はどこにあるか

水は植物にどのように役だっているか

人は毎日どのように水を使うか

Ⅱ安心して水を飲むにはどうすればよいか

1.

2.

3.

生水を飲むにはどのような注意がいるか

水をきれいにするにはどうすればよいか

水道ではどのようにして水をきれいにしているか

Ⅲ水にはどのような性質があるか,ま た水は何からできている

1.

2.

3.

か

水はどのように物をとかすか

水はどのように状態を変えるか

水は何からできているか

生活と健康

地学

地学

地学

地学

地学

生物

生活と健康

化学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

生物

生活と健康

生活と健康

科学技術

科学技術

化学

化学

化学
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Ⅳ水の表面はどのようになるか,ま た水の中ではどのような力

1 .

2.

がはたらいているか

入れ物に入れた水の面はどうなるか

水中ではどのように力がはたらいているか

Ⅴ水はどのような旅をするか

1.

2.

3.

川の水はどこから来てどこへ行くか

海水には何がとけているか

海水はどのような運動をするか

単元4生 物はどこでどのように成長するか

Ⅰ家のまわりで害をする生物にはどのようなものがあるか

1.

2.

3.

家の中で私たちに害を与える動物

庭の害虫にはどんなものがあるか

庭にはどんな雑草が見られるか

Ⅱ私たちはどんな植物を栽培するか

1.

2.

3.

草花と植物

イネとその害虫

畑の作物

Ⅲ私たちはどんな動物を飼っているか

1.

2.

3.

食物をとるために飼 う動物

きものの材料をとるために飼 う動物

仕事の手助けをする動物

Ⅳ野山にはどんな生物が見られるか

1.

2.

3.

4.

野原や森林のこん虫

野原や森林の草

鳥の生活

山の高さにともなって生物の種類はどう変わるか

Ⅴ水中にはどのような生物がいるか

1.

2.

3.

4.

5w

6w

池や川の動物

池や川の植物

水中の小生物

海の動物

海そうにはどのようなものがあるか

魚やその他の水中の動物をどのように保護するか

Ⅵ生物はどのような種類に分けられるか

1M 私たちはどのような動物を知っているか

生物

物理

地学

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生物

生物

生物

物理

物理

地学

化学

地学

生活と健康

生活 と健康

生活 と健康

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生物

生物

生物

生物

生物

生物

生物

生物

生物

環境

生物
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2. 私たちはどのような植物を知っているか

単元5地 下はどのようになっているか

Ⅰ土は私たちの生活とどのような関係があるか

1,

2.

3.

4.

土はどのようにしてできたか

土はたまり方でどのようにちがうか

土は植物の成長にどのように役だつか

土を改良するにはどうすればよいか

Ⅱ大地は何からできているか

1.

2.

3.

4.

火山の熔岩や花闇岩はどのようにしてできたか

水底でできた岩石にはどのようなものがあるか

鉱物にはどのような性質があるか

地下からどのような資源がとれるか

Ⅲ地球の内部はどうなっているか

1.

2.3.

地球のできたころはどんなであったろうか

地球ができてからどのくらいたっか

地球の内部はどのようになっているか

Ⅳ地球のようすはどのように変わってきたか

1.

2.

3.

4.

5.

地球の歴史はどのようにわけられるか

三葉虫の化石からどのようなことがわかるか

恐竜の化石からどのようなことがわかるか

ゾウの化石からどんなことがわかるか

日本列島はどのようにしてできたか

単元6天 体は私たちとどのようなっながりがあるか

Ⅰ星は大空の上にどのようにならんで見えるか

1 .

2.

3.

恒星とはどんな星か

天球とは何か

恒星にはどのような名前がついているか

Ⅱ地球と月とはどのように動いているか

1.

2.

3.

地球はどのように動いているか

月はどのように動いているか

月の満ちかけはどうして起こるか

Ⅲ太陽系はどのような星からできているか

1.

2.

惑星とはどんな星か

太陽系はどんな星からできているか

地学

地学

生活と健康

地学

地学

地学

地学

地学

地学

生物

地学

地学

生物

生活と健康

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学
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Ⅳ太陽と月は私たちの生活にどのようなつなが りがあるか

1.

2.

3.

4.5.

太陽は私たちの生活にどのようなつなが りがある

か

太陽はどのような構造をもっているか

太陽の光と熱はどうして発生するか

月はどんな天体であるか

日食と月食はどうして起こるか

Ⅴ宇宙はどのくらい広いか

1.

2.

3.

星はどのくらい遠いところにあるか

恒星にはどのような種類のものがあるか

宇宙はどのように広いか

Ⅵ時刻と季節はどうしてきめるか

1.

2.

3.

正しい時間と時刻はどうしてきめるか

1年 の長さはどうしてきめるか

こよみはどのようにつくられてあるか

生活と健康

地学

地学

生活 と健康

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

地学

生活と健康
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[理科第2学 年] 『日常の科学』

単元1私 たちは自然界からどのようにして食物を得ているか

Ⅰ私たちは自然界のどこから食物の原料をとっているか

1.

2.

3.

4.

5.

いろいろの食料

どんな植物のどんな部分が食用になるか

どんな動物のどんな部分が食用になるか

私たちは食塩をどのようにして得ているか

私たちは食料の増産にっいてどのような努力をし

ているか

Ⅱ植物はどのようにして養分を作るか

1.

2.

3.

植物のたくわえている養分はどのように作られる

か

植物は養分をどんな状態でたくわえているか

植物がたくわえる養分をふやすにはどのようにし

たらよいか

Ⅲ動物はどのように食物をとっているか

1.

2.

3.

動物は何を食べているか

動物が食べたものはからだの中でどうなるか

家ちくを育てるにはどのような注意がいるか

Ⅳ自然界では動物と植物とでどのような関係があるか

1.

2.

動物や植物は臨然界でたがいにどのようなつなが

りがあるか

動物と植物 とは自然界でどのようにつりあいを保

っているか

単元2私 たちの健康にはどのような食物や着物がたいせっか

Ⅰ食物にはどのような成分がふくまれているか,そ してこれ ら

1.

2.

3.

4.

は私たちのからだの中でどのようなはたらきをす

るか

私たちが食卓にのせる食品

熱をだし,は たらく力を与える成分

からだをつくる成分

からだのはたらきを整える副成分

Ⅱ健康を保つには何をどれだけ食べたらよいか

単元

生活と健康

生活と健康

節

生活と健康

生物

生物

生物

生活と健康

生活と健康

項目
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生活と健康
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生物

生物

科学技術
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生物

生活と健康

生物

生物

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生活 と健康
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1.

2.3.4.

食物の必要量のきめ方

よい食事の持つべき条件

食品の選び方

よい食事の効果をじゅうぶん発揮させる方法

Ⅲ必要な食品を必要なときいつでも得られるようにするにはど

1.2.

3. 4.

のようにしたらよいか

穀物のたくわえ方

野菜のたくわえ方

食品の腐敗

家庭や公共団体での食品の保存法

Ⅳ衣類は体温を保つのにどんなに役だっているか

1.

2.

寒さから身を守るはたらき

日光や熱から身を守るはたらき

Ⅴ衣料をどのように扱ったらよいか

1.2.

3.

4.

衣料 と衛生

せんたく

しみぬき

衣料の保存

Ⅵ衣料にはどのような繊維が利用されているか

1.

2.

3.

4.

5.

衣料に用いられる材料

植物から得られる繊維

動物から得られる繊維

人造繊維

染色と模様

単元3生 活にはどのような家がよいか

Ⅰどんな家が健康によいか

1.

2.

3. 4.

家を建てるにはどんな場所を選んだらよいか

目あたりをよくするには家をどのように建てたら

よいか

通風や換気をよくするにはどうしたらよいか

室内を明るくするにはどうしたらよいか

Ⅱ家を建てるのにどんな材料を用いたらよいか

1.2.

屋根にはどんな材料を用いたらよいか

壁や しきりにはどんな材料を用いたらよいか

生活 と健康

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生活 と健康

生活と健康

生活と健康
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3. 4.

5.

6.

床や天じょうにはどんな材料を用いたらよいか

建物の骨組にはどんな材料を用いたらよいか

基礎にはどんな材料を用いたらよいか

垣根やへいにはどんな材料を用いたらよいか

Ⅲ家族の健康と便利のためには家はゼのように設計したらよい

1.

2. 3.

か

家にはどのような様式があるか

家の間取 りをどのようにしたらよいか

家はどのようにして建てられるか

Ⅳ屋内にはどのような設備があったらよいか

1.

2.

屋内にはどのような建具が使われているか

屋内にはどのような設備があるか

Ⅴ屋外にはどんな設備が必要か

1.

2.

3.

庭はどのようにしたら健康によいようになるか

ごみや下水などのしまつはどのようにしたらよい

か

衛生的ないどや水槽はどのように造ったらよいか

Ⅵ家の災害を防ぐにはどのようにしたらよいか

1.

2.

3.

4.

火災を防ぐには家をどのように建てたらよいか

地震や暴風雨の災害を防ぐにはどうしたらよいか

雪その他の災害をどのように防ぐか

家の修理と模様がえ

単元4熱 や光はどのように利用されるか

Ⅰ熱はどのようにして得られるか

1.

2.

3.

4.

物が燃えるにはどのようなことが必要か

物が燃えると何ができるか

熱量の単位はどのように定めてあるか

燃焼に似かよったことにどのようなことがあるか

Ⅱ燃料にはどのような種類がありそれがどのように利用されて

1.

2.

3.

いるか

家庭で使われる燃料にはどのようなものがあるか

石炭はどのように利用されているか

石油はどのように利用されるか

物理

生活と健康

生活と健康

生活と健康

生活と健康

化学

化学

生活と健康
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Ⅲ物は温度によってどのような変化をするか

1.

2.

3.

4.

5 .

熱 と温度 とはどのような関係があるか

熱はどのようにして移るか

温度が変われば物の大きざはどのように変わるか

物の状態は温度のちがいによってどのように変わ

るか

高い温度低い温度はどのようにして得 られるか

Ⅳ光はどのように進むか

1.

2. 3.

4.

かげはどうしてできるか

鏡ではどのように像ができるか

レンズはどのようなはたらきをするか

光の進む速さはどれ くらいか

Ⅴ色とはどのようなものか

1.

2.

日光はわたくしたちにどのような関係があるか

物の色はどうしてできるか

Ⅵ私たちの日常生活に熱や光が有効に利用されているであろう

1.2.

3.

4.

か

太陽の熱と光とはどのように利用されるか

室内をあたたかくするにはどのようなくふうがい

るか

物を冷やすにはどのようにしたらよいか

光はうまく利用されているであろうか

単元5電 気は家庭や社会でどのように使われているか

Ⅰ電池をどのように使っているか

1.

2.

3.

4.

5.

乾電池はどんな構造を持っているか

電池はどのように電気を起こすか

電池はどのように使 うのがよいか

電気めっきはどのようにして行 うか

蓄電池はどのような役 目をするか

Ⅱ電気は動力としてどのように利用されるか

1.2.

3.

4.

磁石はどのような働きを表すか

電流はどのような磁性を表すか

電車の電動機

電流の強さや電圧はどのようにして測 られるか

科学技術

化学

物理

物理

生活と健康
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化学

化学

化学

化学
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Ⅲ家庭で電気をどのように利用しているか

1.

2.

3.

4.

電気の通り方は導線の種類によってどのようにち

が うか

導線を流れる電流の強さは何によってきまるか

電熱器ではどのようにして熱が出るか

電燈はどのようにして光をだすか

Ⅳ電気はどのように起こされ,ど のようにして送られるか

1.

2.

3.

4.

5.6.

7. 8.

屋内の配線はどうなっているか

電力をどのようにして測るか

多量の電気をどのようにして起こすか

発電機の電流と電池の電流とはどうちがうか

電力はどのようにして送 られるか

変圧器はどのようなはたらきをするか

交流はなぜ広く利用されるか

配電された交流から直流を得るにはどうしたらよ

いか

Ⅴ私たちの家庭や学校や社会や産業で電気の利用をどのように

1.

2.3.4.

5.

改善したらよいか

電気の故障はどのような場合に起こるか

漏電とはどういうことか

電気の照明を有効にするにはどうしたらよいか

電気を利用すると人の労力はどのようにはぶける

か

生活を改善するために電気をどのように使ったら

よいか

単元6道 具や機械はどのようなはたらきをするか

Ⅰ私たちの生活と道具や機械とにはどのようなつながりがある

1.

2.

3.

か

人間はどのような道具や機械を使ってきたか

人はどのような目的で道具や機械を使うか

いろいろな量を測るにはどうすればよいか

Ⅱかんたんな道具はどのように利用できるか

1.2. てこはどのように利用できるか

滑車や輪軸はどのように利用できるか

科学技術

生活と健康

物理

生活 と健康

科学技術

科学技術

物理

物理

物理

物理
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物理

物理

物理
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3.

4.

5.

ころや車輪はどのように利用できるか

斜面やねじなどはどのように利用できるか

ばねはどのように利用できるか

Ⅲ家庭などの身近なところにある機械はどのようになっている

1. 2.

3.4.

か

ポンプはどのようになっているか

自転車はどのようになっているか

時計はどのようになっているか

家庭で使いたい機械にはどのようなものがあるか

Ⅳ生産にはどのような機械を使っているか

1.

2.

3.

4.

農業関係の主な機械はどのようなものがあるか

布を織る機械はどのようになっているか

木材や金属を加工する機械にはどのようなものが

あるか

印刷機はどのようになっているか

Ⅴ道具や機械を使 うとどれほどの仕事ができるか

1.

2.

3.

仕事とはどのようなことか

道具や機械を使えば仕事がとくになるか

仕事はどのようにはかどるか

科学技術

科学技術

物理

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術
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〔理科第3学 年] 『科学の恩恵』

単元1科 学は生物の改良やわたしたちの健康にどのように役だ

って い るか

Ⅰ家奮や作物はどんなすぐれた性質をもっているか

1.

2.

3.

家畜や作物と私たちの生活

家畜や作物と野生の動植物との違い

いろいろの品種

Ⅱ私たちはどのようにして動物や植物を改良してきたか

1.

2 '

3.

4. 5.

生物のふえ方

交配による作物の改良

優良種を遮んで残 していく方法

化学的な しげきによる改良

交配による家畜の改良

Ⅲ私たちはどのようにしてすぐれた品種を保護するか

1.

2.3.

虫や風による害からまもること

つぎ木によって保護すること

さし木や とり木による保護

Ⅳ遺伝に関する発見はどのようしてなされたか

1.

2.

3.

メンデルが発見した遺伝の法則

親にない性質が突然現れてそれが子孫に伝わるこ

とがある

遺伝のしくみ

Ⅴ健康な生活ができるように微生物の世界に対して,ど のよう

1.

2.

3.

な研究がなされたか

微生物はどのようにしてふえひろがるか,ま た私

たちの健康を維持増進するためにそれらをどのよ

うにしてほろぼしたらよいか

人のからだは微生物の侵入に対 してどのように抵

抗するか,ま たその知識をどのように応用して伝

染病を防いだらよいか

わた したちはどのような法律をつくり研究所など

を設けて健康の維持増進につとめているか

単元2科 学は天然資源の利用をどのように広げたか

Ⅰ天然資源 とはどんなものか

単元

生活と健康

科学技術
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Ⅱ地下資源はどのようなところにどんな形でみいだされるか

1.

2.3.

4.

5.

大地は何からできているか

鉱物 とはどんなものか

鉱床 とはどんなものか

鉱床をさがすにはどんな方法があるか

鉱石はどのようにしてほり出されているか

Ⅲ金属はどのようにして取り出され,ま たそれがどのように利

1.

2.

3.

4.

5.

6.

用されるか

鉱石はどのようにしてより分けるか

鉱石から金属をどのようにして取 り出すか

銅は何に用いられているか

鉄は何に用いられているか

錫 ・鉛 ・亜鉛 ・アンチモニー ・アルミニウム ・水

銀は何に用いられているか

貴金属や宝石はどのようなものか

Ⅳ地下資源は燃料や原動力にどのように役だっているか

1.2.

3.

石炭は何に用いられているか

石油は何に用いられているか

新しい燃料や原動力はないか

Ⅴ肥料や酸 ・アルカリにはどんな資源が用いられているか

1.

2.

3.

4.

窒素肥料にはどんなものが用いられているか

燐の肥料にはどんなものが用いられているか

カ リウムの肥料にはどんなものが用いられている

か

食塩や硫黄から何が得られるか

Ⅵ化学工業の原料にはどんな天然資源が用いられているか

1.

2.

3. 4.

5.

石炭からどのようなものが得られるか

コールタールから何がつくられているか

コークスから何がつくられているか

人造樹脂 とはどんなものか

ガラス ・陶磁器などはどのようにしてつ くられる

か

Ⅶ森林や水力はどのように利用されているか
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1.

2.

3.

4.

森林は私たちの生活にどんな影響を与えているか

木材から何がつくられているか

水力発電所はどんな所にできるか

総合開発にはどんな計画があるか

単元3科 学は見える世界をどのように広げたか

Ⅰ知恵の窓といわれる目はどのようにできているか

1.

2.

3.

眼球の構造はどのようになっているか

物を見るとき目はどのようにはたらくか

私たちの目は物をいつも正しく見ているか

Ⅱめがねはどのようにして視力を助けるか

1.

2.

3. 4.

近視眼はどのようなめがねで調節するか

遠視眼や乱視眼はどのようなめがねで調節するか

目の健康はどのようにして保つか

虫めがねはどのように使われるか

Ⅲ小さいものの世界はどのくらいまで見えるようになったか

1.

2. 3.

4.

顕微鏡はどのように進んできたか

顕微鏡はどのようにできているか

顕微鏡はどのように利用されているか

電子顕微鏡とはどんなものか

Ⅳ遠いところはどのような距離まで見える世界がひろがったか

1.

2.

3.

望遠鏡はどのように進んできたか

望遠鏡はどのようにできているか

望遠鏡はどのように利用されるか

Ⅴ映画や写真は私たちの生活にどのように役だち,X線 はどの

1.

2.

3.

4.

ように利用されているか

写真はどのように利用されているか

テ レビジョンとレーダーは見える世界をどのよう

に広くするか

X線 とはどのようなものか

X線 はどのように利用 されているか

単元4科 学は交通をどのように発達させたか

Ⅰ交通機関はどのように発達 してきたか

1.

2.

交通機関はどのように変わってきたか

交通機関にはどんなエンジンが使われているか
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r 事故を防ぎ旅行を楽 しくするために

交通機関はどのようにくふ うされているか

Ⅱ汽車はどのようにして動 くか

1.

2.

3.

4.5.

蒸気はどのようにしてつくられるか

蒸気をどのように利用 して動力を得るか

電藤1や電気機関車はどのようにして走るか

機関車はどうして列車をひくことができるか

車体はどのようにできているか

Ⅲ自動車はどのようにして動くか

1.

2.

3.

4.

胞動車はどんな部分からできているか

自動車にはどんな機関が使われているか

機関の力はどのようにして車に伝えられるか

自動車はどのようにして安全に運転されるか

Ⅳ船はどうして浮かぶか,ま たどのようにして進むか

1.

2.

3.4.

船はどうして浮かぶか

船の形はどんなことを考えてきめるか
ぶ

船は何によって進むか

航海はどのように行われるか

Ⅴ飛行機はどうして飛ぶか

1.

2.

3.

4.

5.

飛行機はどのように進歩 したか

飛行機はどうして浮揚することができるか

飛行機はどのようにして安定を保つか

飛行機の方向はどのようにして変えることができ

るか

飛行機はどうして速くとぶことができるか

Ⅵ道路やその他の交通施設はどのようにつくられているか

1.

2.

3.

4.

道路はどのようにしてできているか

鉄道はどのようにしてつくられているか

港にはどのような施設があるか

通信機関はどのように交通に利用されているか

単元5通 信に科学がどのように応用されているか

Ⅰ通信にはどんな方法があるか,

1.

通信のうっ り変わ り
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2.3.

通信のしかたにはどんなものがあるか

通信 と音との関係

Ⅱ音 は どの よ うに して 生 じるか,ま た どの よ うに伝 わ るか

1.

2.

3.

4.5.

音はどのようにして出るか

音はどのように伝わるか

人ののどはどのようにして声を発し,耳 はどのよ

うにして音を感じるか

音にはどんな性質があるか

音のちがいは何によって起こるか

Ⅲ電信や電話でどのようにして通信ができるか

1.

2 .

3.

4.

5.

電信電話はどのようにして発達したか

電信機はどのようにしてはたらくか

進んだ電信機にはどんなものがあるか

電話機はどのようにしてはたらくか

電話の交換はどのように行われるか

Ⅳラジオはどのようにして聞こえるか

1.

2.

3. 4.

5.

6.

電波はどんな性質をもっているか

放送はどのように行われているか

受信はどのようにしてなされるか

真空管はどんなはたらきをするか

無線電信はどのように行われるか

搬送式通信とはどんなことか

Ⅴ音はどのように記録され,ま た再生されるか

1.

2 .

3.

4.

音の記録にはどんなものがあるか

蓄音機はどのようにして音を再生するか

トーキーはどのような原理ではたらくか

磁気録音はどのように行われるか

Ⅵ通信機関はどんなに生活を豊かにしているか

1.

2.

通信 と生活にはどんな関係があるか

簡単なラジオ受信機はどのようにして組立てるこ

とができるか

単元6科 学は人類の生活をどのように豊かにしたか

Ⅰ科学によって自然の神秘はどのていどまで明らかにされたか

1. 科学によって過去の世界とそこに住んでいた生物

のようすはどのように明らかにされたか

科学技術

物理

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

物理

物理

生物

物理

物理

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

物理

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

科学技術

生物
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2.

3.

4.

科学は微生物の世界をどのように明らかにしそれ

を利用する方法を発達させたか

科学はどのように生物の体内からわれわれに有用

な薬をつくるのに役だったか

科学はどのように物質の構造を明らかにしたか

Ⅱ科学は私たちの生活を効率的にするためにどんな型の機械を

1.

2.

3.

4.

5.

つくりだしたか,ま た私たちはどうしたらその機

械をもっと効果的に使 うことができるか

機械はどのように進歩 したか

機械文明はどのようにして開けたか

自然のカをどのように利用しているか

産業上にどんな種類の機械がどのように使われて

いるか

家庭生活を改善し能率をよくするためには,ど ん

な機械が用いられるか

Ⅲ科学は私たちの健康を増進させるのに,ま たまちがった健康

1.

2.

3.

法にうちかつために,ど のような貢献をしたか

日本人の死亡率は自然科学の進歩 とともにどのよ

うに減少したか

私たちの社会は,そ の人々の健康を保ち,そ れを

増進するために,科 学研究の結果をどのように応

用 しているか

私たちは健康を増進 し,ま ちがった健康法を正す

ためにどうすればよいか

Ⅳ人は自然界においてその中枢神経の構造の複雑さとその機能

1.

2.

3.

の点で他の動物と比較 してどんな位置にたつか

人と他の動物の行動との間にはちがいがあるか

神経系はからだの作用を統制するのにどのような

役わ りを果たすか,ま た人の神経系にど〃な特色

があるか

人の知的 ・情的 ・感覚的活動をじゅうぶんに発揮:

するために神経系の健康をどのように保ったらよ

いか
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第3章

創成教育重視の技術教育課程基準の構成原理※

伊藤 大輔(兵 庫教育大学連合大学院)

磯部 征尊(十 日町市立水沢小学校)

山崎 貞登(上 越教育大学)

*本章は,研 究報告書 『科学的リテラシーと科学的探究能力』(2006)で 掲載された論文の再録である。
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創成教育重視の技術教育課程基準の構成原理

1.問 題の所在 と目的

「創成(デ ザイ ン)科 目」 「創成(デ ザイン)教 育」 とい う言葉が,日 本の工学 ・農学 ・理学系

の大学や高等専門学校等で5年 ほ ど前か ら使 われてい る。従来型の授業では,学 生への一方的な

知識の伝授 と,プ ロセスよりも唯一の正解 を求め過 ぎた との反省か ら,「創成科 目」では,学 生が

自主的に問題 を見つけ取 り組むこ とを通 して,「 ものを創 ること」や 噺 しい 自分 自身の解を見 出

す こと」を経験 し,自 らの能力を コミュニケー ション能力,リ ーダーシップ能力な どを含めて総

合的に高めていくことが馨定され てい る(恒 川 ・清水,2005:P.4)1)。

工学系における創成教育の理論研究については,武 田(2005)の 論文に詳 しく論 じられている。

同論文では,2004年9月10β の8大 学工学部長会の 「デザイ ン科 目」の定義2)を 以下のように

紹介 されている。

1)知識を一方的に教授する講義ではなく,学 生が自主的に何かを行 うという過程を経験するこ

とで,動 機づけられ,自 分から進んで物事に取 り組み,創 り出す能力,チ ームで協力してい

く能力など将来にわたって有用な根本的態度を育成する科目群の総称

2)形式知を教授する従来型の科 目ではなく,自 立したプロたる創造性豊かな技術者を育成する

ことを目指 し,実 際に設計もし,も のごとに取 り組むという過程 ・経験を通 しての暗黙知錬

成指向教育科目の総称

養成する具体的な創成(デ ザイン)能 力については,工 学部や高等専門学校等で実践研究が始

まっている。本稿は,稲 葉ら(2005)3)の研究を表1に 紹介する。

表1創 成能力(出 典;稲 葉ら,2005,工 学教育第53巻 第1号90頁)

段階

計

画

実

行

総
括

能 力

調査 ・検索能力

企画 ・創案能力

問題抽出 ・検剖能力

設計 ・計画能力

知識 ・技術取得能力

協調 ・管理統率能力

実践能力

継続的改善能力

報告書作成 ・プレゼン能力

評価能力

内 容

特許検索 ・論文調査 ・社会ニーズの市場調査ができ,社 会の要:求するテーマあるいはレベ

ルを設定できる。

調査 ・検索等に基づき,創 造殴溢れるテーマや企画などを提案できる。

課題や構想を実現する過程で雛生する問題:(製作手法,製 作材料,耐 久性,経 済臨 安全

性,倫 理性,環 境問題等)を 予想 ・抽出し,実 規可能なものかどうかを検討 ・判断できる。

与えられた知識 ・技術に創造性を加え,課題や構想を実現するための糞施計画を具体的に,

計画書,プ ログラム,殴 計図などで衷現できる。

既存の知識 ・技術を駆{糞して解決を試み,解決できない場舎には,新たに必要となる知識 ・

技術の取得あるいは来知の知識 ・技術を整理 ・統合できる。

ス タ ッフやユーザ 等の 認ミュニケーシ ョンを通 じて,協 調 ・管理統率で きる。

課題や構想を実施計画に従って,継 続的に蒼実に実行できる。

継続 して点検を欠かさず,計 画を尊重 しつつ創造性を発揮し,ス バイラルアップを目指す

ことができる。

完成 した作品を報告書にま とめ,プ レゼンテーションができる。

完成した作品を由己管理 し,さ らに他の作品等を正嶺に評価できる。

－69－



このよ うに,創 成能力を狭義の設計 ・製図教育 と解釈するのではなく,計 画,実 行及び総括の

三段階にわたる広義のデザイン能力 ととらえていることに注 目したい。

一方
,こ の5年 ほどの間に,大 学など高等教育機 関の多 くが,各 大学等で実施 している技術者

教育プログラムについて,社 会 の要求水準を満た している認定を受 けるよ うになってきてい る。

この認定は,外 部;機関が公平に評価す る。技術者教育プログラムの審査 ・認定は,日 本技術者教

育認定機構(∫ABEE:JapanAccreditationBoa副brEngineer㎞gEducation)が 行 っている。JABEEの 認

定基準14)を 表2に 示す。

表2日 本技術者教育認定基準(JAB旺)の 「基準1学 習・教育目標の設定と公開」

項 目 認 定 基 準

自立 した技術者の育成を目的として,下 記の(a)一(h)の各内容を具体化 したプログラム

独白の学習 ・教育目標が設定され,広 く学内外に公開されていること。また,そ れが,

当該プログラムに関わる教員および学生に周知されていること。

(a)地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養

(b)技術が社会や 自然に及ぼす影響や効果,お よび技術者が社会に対して負っている

貴任に関する理解(技術者倫理)

(1)(c)数 学,自 然科学および清報技術に関する知識とそれらを応用できる能力

(d)該当する分野の専門技術に関する知識とそれらを問題解決に応用できる能力

(e)種々の科学,技 術および晴報を利用 して社会の要求を解決するためのデザイン能力

(f)日本語による論理的な記述力,口 頭発表九 討議等のコミュニケーション能力の向

上及び国際的に通用するコミュニケーション基礎能力

(g)自主的,継 続的に学習できる能力

(h)与えられた制約の下で計画的に仕事を進め,ま とめる能力

学習・教育 目標は,プ ログラムの伝統,資 源および卒業生の活躍分野等を考慮し,ま た,(2)

社会の要求や学生の要望にも配慮 したものであること。

JABEEの 基準1で は,1)育 む能力 を中心 とした学習 ・教育 目標の設定の:重視2)特 に創成能

力の育成 を重視 している。

ところで,創 成教育を積極的に実施 している国内の大学及び高専等の高等教育関係者か ら,小 ・

中 ・高校 と大学等の高等教育や高等教育卒業以降に連続的に発展す る,い わゆる縦の一貫性のあ

る創成教育の導入の必要性 が指摘 されている5)。 米国では,技 術(Technology)教 育が小 ・中 ・高

校段階 における 「Technologyforall」 の リテラシー育成にとどま り,「Technologyforexcellent」 の

ための工学(Engineedng)教 育 と技術(Technology)教 育の接続 と一貫教育の重要性が近年指摘 さ

れ てい る。連合 王国では,工 学部受験者 の大多数が18歳 時の中等教育修了Aレ ベル及びASレ

ベル資格試験において 「DesignandTechnology」 科 目を選択 し,い わゆる初等 ・中等教育 と高等教

育の縦の接続が体系化 されている。
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本稿では,創 成教育を小 ・中 ・高校及び大学教育で一貫 して重視 している連合王国イングラン

ド及び北アイル ラン ドの 「DesignandTechnology」 教科について,育 む能力をどのよ うに系統的に

育成 しているか探究す ることを 目的 とする。

2.1999年 版「Designandtechndlogy」 の 「到達 目標」の評定基準

2.1問 題の所在及び研究 目的

イ ングラ ン ド「Designandtechnology(以 下Dt)科 」 の教育課 程基 準は,学 習 プ ログラム

(programmesofstudy)と 到達 目標(attainmenttargets)か ら構成 され ている。この うち,到 達 目標

についてみ ると,学 習内容に関する領域 は設定 されてい ないが,8レ ベル及び,教 育課程最低基

準の内容を超える範囲の取 り扱い(Exceptionalperformance)の 計9レ ベルか ら当教科で育む学力

が系統的に提示 されている(資 料「DesignaRdtechnology」 の到達 目標(attainmenttazgets)」

を参照)。 到達 目標 は,レ ベルがあがるにつれて内容が易か ら難へ発展 している。 しか しなが ら,

到達 目標が どのよ うに系統化 されているのかは,本 表の解説だ けでは不明瞭であった。その理 由

は,主 に3点 ある。

1つ は,各 レベルを構成す る文章の数が異 なってい る点である。 レベル1は6文 章,レ ベル2

は5文 章,レ ベル3は6文 章,レ ベル4は7文 章であ り,レ ベル毎の文章数が異なっている。各

レベルの項 目数が異なる意図は,管 見の限 り,教 育課程基準で記載 されていなかった。そのため,

項 目同士の相互関係を見付けることが不明瞭であった。

2つ は,各 レベルにお ける学習到達基準が示 されていない点である。1つ めの理由で述べた よ

うに,各KSの 項 目数は異なっている。例 えば,各 レベル の文章数が共通 してお り,各 レベルに

5項 目示 されていたと仮定す る。さらに,「 レベル1」 の文章は,1番 目か ら「(1)a,(2)b,(3)c,

(4)d,(5)e」,「 レベル2」 の文章も1番 目から 「(1)a,(2)b,(3)c,(4)d,(5)e」 の項 目

番号が明記 されていた と場合,レ ベル1の1番 目の文章 「(1)a」 とレベル2の1番 目の文章 「(1)

a」が関係 している。 また,レ ベル1の2番 目の文章 「(2)b」 とレベル2の2番 目の文章 「(2)

b」が関係 してお り,両 レベル間の系統性を調べ ることがで きる。実際は,系 統性 を示す ような記

号は記 されてお らず,項 目同士の関連性が明記 されていなかった。

3つ は,到 達 目標 の構成要因数 についてである。到達 目標 の構成要因数については,教 育課程

基準の文書や関連文書の文献研究だけでは不明瞭であった。そ こで,筆 者は,現 地調査による授

業観察や聞き取 り調査,文 書読解研究を行ってきた。しか しなが ら,到 達 目標56項 目を易か ら難

ヘ レベル化することは不明瞭であった。

そこで,本 節では,一 次資料 の解説や現地調査のみでは不明瞭であった99年 版 の「Dt科 」教

育課程基準における到達 目標の系統 性について,数 量化Ⅳ 類 を用いた構造的分析によ り易か ら難

ヘ レベル化 を行い,日 本の国家基準 としての 「小 ・中 ・高一貫 した技術教育課程基準」の開発に

関する知見を得 ることを 目的 とする。
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2.2研 究方法

本研 究は,到 達 目標56項 目を分類化 ・系統化を図るため,数 量化Ⅳ類 の手法を用いた。解析

ソフ トは,Black-Boxの 計算プ ログラム(ExcelVBA)を 用いた(URLhttp://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/)。

数 量化W類 は,対 象間の親近 性や類似度 などをもとに各対象に数量 を与え,多 次元尺度上に位置

づける手法(林,1974;林 ら,1979;古 川 ・田中,1983;田 中 ・脇本,1984;藤 沢,1985;有 馬 ・

石村,1988;渡 部 ら,1988;木 下,1989)6～13)で ある。例 えば,5つ の対象項 目を想定 し,対 象

間を比較す るための指標 を6項 目取 り上げる(表3)。

表35つ の対象項目と6つ の指標との比較(例 示)

対象項目

指標

1

2

3

4

5

A

○

○

×

×

×

B

×

a

○

×

○

C

×

×

○

×

×

D

×

×

×

×

○

E

×

×

×

×

○

F

×

×

×

×

○

表3よ り,対 象間同士の類似度を比較す る。対象間の類似度は,指 標の反応が(○,○)ま た

は(×,×)と 一致 しているか どうかで判断する(有 馬 ・石村,1988;p.278)11)。 例 えば,対 象

項 目1と2を 比較 した場 合,指 標が一致 した項 目数は5つ(指 標 へC,D,E,F)で ある。対象間を

比較 し,指 標 と一致 ずる数が多いほ ど高い類似性 を示 し,一 致す る数が少ないほど低い類似度が

与え られる。 このよ うな方法によ り,表3の 対象間を比較す ると,表4を 得る。

表4対 象間の類似度(例 示)

対象

対象

1

2

3

4

5

1

0

5

3

5

1

2

5

0

4

4

2

3

3

4

0

4

2

4

5

4

4

0

2

5

1

2

2

2

0

表4に 示すデータを用いて分析を行い,得 られた2次 元の数量を用いて散布図を描く。同分析

の散布図は,似 ているもの同士は近くに,似 ていないもの同士は離れて位置される特徴を持つ。

従って,数 量化Ⅳ類を用いれば,56項 目を類似性から分類 し,得 られた散布図から幾つかの能力

群に類型化及び,易 か ら難ヘレベル化することができるとい う研究仮説を設定した。
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類似性を示す行列作成は,筆 者を含む計6人 で行った。行列作成に関わった6名 は,筆 者の他,

筆者の指導教員,博 士課程院生(教 職経験なし),修 士課程現役院生2人,修 士課程現職派遣院生

(教職経験15年)で あった。その際,2段 階からなる評定尺度を作成した。評定尺度の指標は,

Edexcel試験局が作成するコースワーク14)の6つ の評定基準(表5)15)を 活用 した(試 験局の制

度及びコースワークの評定基準の詳細は,第4章 参照)。

表5Edexcel試 験局のGCSE試 験 の評定基準

2.ア イデアの展開 ・チェ ック ・再調査 ・修正

4.シ ステムや制御の概念,産 業社会への適用度を考慮 した製作計画の制作 ・活用

6.機 能性の品質を調べる試験及び評価,修 正案の提案

〔出 典:Edexcei,GCSEinDesign&Technology3970-3974(ShortCourse),London,2001を 基 に 筆 者 が 再 構

成 した 〕16)

Edexce1試 験局の評定基準を評定尺度 として選択 した理由は,本 研究が着目した他の試験局

(AQA,OCR)の 評定基準よりも,Edexcel試 験局の評定基準が詳細に記載されていたからであ

る。評定者間で評定尺度を用いる際,評 定尺度に対する認識や理解が異なれば,共 通の評定尺度

としての信慧性は低 くなる。Edexce1試験局の評定基準の場合,評 定基準の各観点が詳細に記載さ

れていた。Edexce1試験局の評定基準を用いれば,評 定者間の評定基準に対する認識に大きな相違

は見られないと判断し,共 通の尺度 として活用できるととらえた。

到達 目標の各変数 とEdexce1試験局の各評定基準を比較し,直接的に関与・関連する場含は「1」,

それ以外を 「0」の数値を与えて分析 した。例えば,到 達剛票の1番 目の変数 「学習者は,ア イ

デアを創造すると共に,身近な製品の特徴を認識 している」項 目と,Edexce1試験局の評定基準r2.

アイデアの展開・チェック・再調査・修正」を比較する。「学習者は,ア イデアを創造すると共に,

身近な製品の特徴を認識 している」というパフォーマンスは,Edexcel試 験局の「2.ア イデアの

展開 ・チェック ・再調査 ・修正」評定基準が目指す目標 と極めて関連 していると考えられた。従

って,こ の場合は「1」 を与えた。同様に,同 変数を,Edexce1試 験局の評定基準 「5.道 具や装

置,プ ロセスの効果的かっ安全な活用 ・選択,CAMの 適切な活用」と比較する。この場 合,Edexce1

試験局の 「5.道 具や装置,プ ロセスの効果的かつ安全な活用 ・選択,CAMの 適切な活用」が

目指すパフォーマンスは,主 に道具や装置の活用に関する目標であり,1番 目の変数が示すパフ

オーマンスと直接関連 していないと解釈 した。そこで,「0」 を与えた.検討者によって 「1」「0」

のように,異 なる数値結果が見 られた項目は,協 議 して判断した。
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2.3結 果

数量化Ⅳ類の結果を図1に 示す。

図1数 量化Ⅳ類によって分類された到達目標(56項 目)の 散布図

図1に おける散布 図の配置をみ ると,主 な特徴は4点 ある。

第1点 は,第1象 限上に集 中している箇所が2つ あるとい うことである。1つ は,(15)(21)

(28)な ど8項 目であった。 もう一つ の集団は,(4)(5)(9)な ど11項 目であった。第1象

限上 に位置 され た項 目は,そ れぞれ比較的近いところに位置 していると解釈 した。

第2点 は,原 点付近 に集中 して位 置 されている箇所が2つ あることである。2つ とは,(19)

(52)(53)項 目と,(1)(7)(12)な どの項 目である。 これ らの項 目は,近 似 して位置 され て

い ると言 える。

第3は,第2次 元上 に集 中 して位置 された箇所がある。その集 団とは,(3)(8)(14)な ど

の項 目である。これ らの項 目は,(1)(7)(12)な どの項 目と比較的近いところに位置 されてい

る。 しか し,(1)(7)(12)な どの項 目は,第3象 限に位置 されていることか ら,第2象 限に位

置 され た(3)(8)(14)な どの項 目と区別することが適当と解釈 した。

第4は,第4象 限に位 置 された項 目同士が比較的近いところに位置 していることである。本研

究は,(6)(11)(17)な どの項 目が集 中した箇所 と,(56)の 項 目との間に親近 性があると解釈

した。

以上の読み取 りか ら,図1に 位置 され た56項 目は,2次 元上で4っ のグループが形成 された

と解釈 した。第1象 限を中心に位 置 された(2)(16)(45)な ど23項 目は,「(2)学 習者 は,

アイデアを実践活動へ取 り入れ るための計画を示 してい る」 「(16)材 料の型取 りや切断 部品加

工のために,あ る程 度正確 に道具や装置を使用 している」 「(45)状 況に応 じて製作方法を適用す
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ると共に,design提 案 を用いて製作方法の変更理由を示 している」など,計 画性や製作段階に関

す る目標 が示 されていた。そ こで,計 画段階 と製作段階をま とめて 「総合的製品加工学力」 と命

名 した。

第4象 限を中心に位置 された項 目は,(6)(17)(46)な ど,11項 目であった。 これ らの項 目

に見 られ るパ フォーマ ンスは,自 分の活動プロセスを振 り返 り,改 善 ・修正す ることであった。

仕様書や製作プ ロセスな ど,絶 え間ない評価の必要性が示 されていた。従って,「 技術評価学力」

と命名 した。

原点付近に位置 された グループは,(1)(18)(23)な ど,12項 目であった。「(1)ア イデア

を創造する」といった工夫 ・創造す る行 為や,「(20)仕 様書の作成」に関する目標が提示 されて

いた、 これ らの活動は,製 作の動機付 けや必要性 を確認す る構想段階及び,ユ ーザーの観点や使

用 目的 を盛 り込む設計段階であるととらえた。そ こで,ア イデアを構想 ・設計す る活動を総称 し

て 「構想 ・設計学力」 と命名 した。

次元Ⅰ のマイナス方向に近似 して位置 された項 目は,(3)(8)(27)(41)な ど10項 目であ

った。各項 目は,写 真や複数のメデ ィアを活用す る内容であった。アイデアの描写や仕様書の作

成,製 品の形状や機能の調査活動につ いて,「(3)写 真や用語 を活用 して,活 動 したい内容 を述

べている」とい う限定された表現活動や,「(41)様 々なメデ ィア」を活用 した発展的な表現活動

な どが含 まれ ていた。本研究は,こ れ らの項 目を 「表現 ・説明学力」 と命名 した。

2.4考 察

(1)4つ の学力における評定基準表の作成及び検討

命名 した4つ の学力の系統化を検討するため,到 達 剛票のレベル1か ら高次に向けて,各 学力

の項目間を並び替えた。初めに,「構想 ・設計学力」に関する評定基準を示す(表6)。

表6よ り,製 作動機や必要性,ア イデアを考える際 低いレベルでは,身 近な製晶の特徴や自

己の実体験を参考にすることが求められていた。高いレベルになると,ユ ーザーの観点を考慮す

ると共に,雑 誌 ・インターネット・広告など,様 々な情報資源を活用しながらアイデアを絞 り込

むパフォーマンスが求められていた。従って,「構想 ・設計学力」は,作 品の送り手を十分に意識

し,情 報資源を追求しながら複数のアイデアを考案する力であるととらえた。

次に,「表現 ・説明学力」に関する評定基準を表7に 示す。表7よ り,低 いレベルの段階では,

写真やスケッチを活用 して,自 分のアイデアや構想を表現することが求められていた。高いレベ

ルになると,ア イデアを表現するだけでなく,具 体的な形状や機能面まで示すことが必要とされ

た。つまり,高 レベルになるほど,出 来上がりの状態を明確にイメージしておかなければならな

い。レベル7「(41)ア イデアを伝達する前に,様 々なメディアを活用 して,形 状や機能 生産工

程を調査することができる」で示されているように,コ ンピュータやグラフィック技術などのメ

ディアを活用 し,3Dで 表現するスキルも求められていると言える。
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表6「 構 想 ・設 計 学 力 」 に関 す る評 定 基 準(DepartmentforEducationandEmplymentandQuahficatlonsand

CurriculumAuthority,1999)

1

2

3

4

6

7

8

(1)学 習者 は,ア イデ アを創造す る と共 に,身 近な製 品の特徴 を認識 してい る。

(7)材 料や 部品を使 った作業経験 を基にアイデア を創 出 し,次 に何を した ら良いのか計画

す る。

(12)ア イデ アを創 出 し,自 分たちのdesign案 が様々な方法 に対応 しなけれ ばな らない こと

を認識す る。

(18)多 数の情報 の中か ら取捨選択 し,ア イデアを創 出す ることがで きる。

(19)ユ ーザー の観 点を考慮 し,徐 々 に計画 を立て ることができ る。

(20)ア イデ アを絞 り込んでい る意図 を示 しなが ら,単 語 やラベル を貼 ったスケ ッチ,モ デ

ル を使 って代 案を伝達す ることができ る。

(23)製 作品 が上手に機能す ることを願 うと共に,そ の思いをdesignに展 開 ・反 映 してい る。

(34)ユ ーザー とアイデ アを議論 しなが ら,モ デルや デ ッサ ンを作 り,designを 思考 ・探究,

試験す る ことがで きる。

(40)ア イデ アを発展 させ るために,情 報 資源 を幅広 く,適 切 に活用す るこ とができる。

(47)自 分で調 べた情報 とアイデア を対応 させ,ア イデアを発展 させ るための方略 を適切 に

活用す ることがで きる。

教育課程の最低

基準の内容を超(52)designの 思考に役立つ情報を探し出し,顧 客たちのニーズを把握することができる。

える範囲の取 り(53)学 習者たちは,作 業を支援する情報資源を活用して整理している。

扱い

表7「 表 現 ・説 明 学 力」 に 関 す る 評 定 基 準(DepartmentforEducationandEmploymentandQualificationsand

CurriculumAuthority,1999)

1

2

3

5

(3)写 真や用語を活用して,活 動 したい内容を述べている。

(8)自 分た ちのdesign案 を述べ るために,モ デル や写真,用 語を活用す る。

(14)尋 ね られた ときに,自 分の アイデ アを明 らか にす るこ とができる。また,design案 を具体的に

伝 達す るた めに,単 語 や ラベル の貼 られたスケ ッチ,モ デル を活用す るこ とができる。

6

7

8

(25)様 々な情報の資料 を活 用 して,ア イデ アを描 き出す ことが できる。

(26)討 論や描写,モ デ リン グを通 して,ア イデア を明 らか にす るこ とが できる。

(27)ア イデア を発展 ・伝 達す る際 に,既 製晶の特徴 に関す る理解 を活用す るこ とができる。

(33)様 々な情報 の資 料 を活用 し,ア イデアを描き出す ことがで きる。 また,既 製品の機能 面や形

状 の理解 を示す こ とがで きる。

(41)ア イデア を伝達 す る前 に,様 々な メデ ィアを活用 して,形 状や機 能,生 産 工程 を調査す るこ

とができ る。

(42)ユ ー ザーの異な る必 要 性を認識 し,現 実的なdesignを 十分 に展開 させ るこ とがで きる。

(49)design案 の要求 を確 認 し,自 分 たちのアイデアが どのよ うな要求に応 じているかを説明す るこ

とができ る。 また,そ の提案 を発 展 させ るため には,ど のよ うな分析 を行 った らよいのか を

説 明す る ことがで きる。

続いて,「総合的製品加工学力」における評定基準を示す(表8)。
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表8「 総 合 的製 品加 工学 力 」 に 関 す る評 定 基 準(DepartmentforEducatbnandEmpoymentandQuailflcations

andCurriculumAutharity,1998)

1

(2)学 習者は,ア イデアを実践活動へ取り入れるための計画を示している。

(4)製 作内容や,ど んな道具を活用しているのかを説明している。

(5)必 要に応じて,道 具や材料を活用している。

2

(9)彼 らは,適 切 な道具や技 法,材 料 の選択理 由を説 明 しなが ら,そ れ らを選ぶ こと

ができ る。

(10)様 々な方 法で,道 具 を使 った り,材 料や部 品の組 み立てや接合,結 合 を行 うこ と

ができ る。

3

(13)目 的を達成するための現実的な計画を作ることができる。

(15)作 業手順を前もって考え,適 切な道具や装置,材 料,部 品,技 法を選ぶことがで

きる。

（16)材 料の型取りや切断,部 品加工のために,あ る程度正確に道具や装置を使用する

ことができる。

4

(21)仕 上げの質や機能面に注意しながら,あ る程度正確に種々の材料や部品を用いた

作業を行える。

(22)道 具や部品を膚分で選んで,作 業することができる。

5

(28)具 体 的な計圃 を通 じて,作 業 を行 い,適 切 な箇所 を修 正す る。

(29)あ る程度 正確 に,道 具や材料,装 置,部 品,加 工を実践でき る。

(30)自 分 の作業 を確認 し,進 行状況 に応 じてア プ ローチを修正す る。

6

(35)仕 様 書を探究 ・活 用 して,作 業計 画 を立て る ことがで きる。

(36)道 具や材 料,装 置,部 品,加 工 の特 徴:を理解 しなが ら実践で きる。

(37)自 分 の作業 を確認 し,進 行状況 に応 じてア プ ローチ を修正す る。

7

(43)作 業に必要な時間を予測した計画を作成することができる。

(44)道 具や材料,装 置,部 品,加 工の特徴を十分に考慮しながら作業を進めることが

できる。

(45)状況に応じて製作方法を適用すると共に,design提案を用いて製作方法の変:更理由

を示している。

8

(48)計 画時に,材 料の物理的な特徴や性質を基に,使 用する材料や技法を決定するこ

とができる。

(50)加 工を正確かつ,継 続的に行えるように,ま た,道 具や装置,材 料,部 品を正確

に活用できるような作業編成を行える。

教育課程の最低基準の

内容を超える範囲の取

り扱い

(54)時 間配分や資料に関する計画を活用して,作 業することができる。

(55)道 具や装置,材 料,部 品を正確に活用して作業することができる。

聡 合的製品加工学力」では,「計画陶 と 「製作」の2つ のパフォーマンスが系統化された

と解釈 した。「計画性」では,レ ベル1「(2)学 習者は,ア イデアを実践活動へ取 り入れるため

の計画を示している」といった計画か ら,レベル6「(35)仕 様書を探究・活用」や,レ ベル7「(43)

作業に必要な時間を予測した計画」といった綿密な計画へと発展 していた。

「製作」では,レ ベル1「(5)必 要に応 じて,道 具や材料を活用」する基礎的な内容から,

レベル4「(21)仕 上げの質や機能面に注意」することや,レ ベル8「(48)材 料の物理的な特徴

や性質を基に,使 用する材料や技法を決定する」ことまでが求められていた。「総合的製品加:工学

九 のパフオーマンスを通 して,全 体を見通すことのできる計画スキルや,状 況に応 じた道具の

活用 ・製作スキルが身に付 くと解釈できる。
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最後に,「技術評価学力」に関する評定基準を示す(表9)。

表9「 技 術 評 価 学 力」 に 関す る評 定 基 準(DepartmentforEducationandEmploymentandQualiflcationsand

CurriculumAuthority,1999)

1 (6)作 業や加工処理の経緯について,仲 間同士で簡単に話し合う。

2
(11)作 業過程 を通 じて,自 分が取 り組ん でい る意 図を十分認 識 し,も っ と良 くな る

方 法を提案 してい る。

3
(17)design案 や製作 プロセスを評価 し,製 作品の改善部分が どこなのか,確 認 す るこ

とができ る。

4 (24)上 手に機 能 してい る点や,改 善点を確 認す る ことがで きる。

5

(31)design案 の機能 面や,資 料 の絞 り込む過程 な ど,製 作品の試 験 ・評価 をす る こ

とができる。

(32)情 報資料 を活用 し,自 分たちの製 作品を評価す る ことがで きる。

6

(38)い か に効率 良 く情報 資源 を活用 した ら良いのか を評価す るこ とがで きる。また,

探究結果 を基に,designingや 製作状況 を知 らせ るこ とができる。

(39)製 作 品の活用 状況を評価 し,改 善方 法を確認す る ことができ る。

7

(婆6)製作品がどのように機能を果たしているかを評価するための適切な技法を選択

することができる。また,修 正した際の評価を考慮しながら,改 善を行うこと

ができる。

8

(51)製 作 品を評価 す るた めの幅広 い仕様内容 を確認す る。 また,製 作品が 目的 に応

じてdesignさ れ,適 切 な資料を活用 している とい う事実を明 らかにす るこ とがで

きる。

教育課程の最低基準の

内容を超える範囲の取

り扱い

(56)正 確かつ,頑 強 であ り,逓esign案の要求を十分に満 た した製作品を製作す る事 が

で きる。

「技術評価学力」の低いレベルでは,良 くできた点や改善点を自己評価する程度であった。高

いレベルになると,製 作途中の振り返 り評価や改善方法の提案 ・修正まで求められていた。すな

わち,製 作終了後に自己評価する活動は,基 礎段階であり,各 プロセスの内省や振 り返 り評価は

応用段階として位置づけられる。「技術評価学力」の習得を通 して,自 己評価力と共に,自 己の課

題を克服する力や実践スキルも獲得することができると言える。

2.5小 括

本章の結果 は,以 下のように要約 され る。

(1)イ ングラン ド 「Designandtechnology」 の 「到達 目標」で重視 され る学力の構成要因を,数

量化Ⅳ 類の手法によ り分析 した結果,「 構想 ・設計学力」 「表現 ・説明学力」 「技術評価学力」

聡 合的製 品加 工学力」の4つ の学力群が抽 出され た。

(2)4つ に分類 された各学力 にお ける項 目を,「 到達 目標」のレベル に即 して易から難へ と並び替

えた結果,各 学力で育むパフォーマ ンスのシーケンスが示 された。
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3.北 アイルラン ド科学技術教育課程基準の構造

3.1本 節の課題

1996(平成8)年 の中央教育審議会の第一次答申16)以降,教 科の再編 ・統合を含む教科等の構成

の在 り方に対する関心が高まっている。一方,1990年 代以降の国際的な教育課程改革の動向に目

を向けると,2つ の特徴が指摘 されている。第1は,科 学教育と技術教育の連携を強化する国 ・

地域の増加17)で あり,第2は,初 等教育や後期中等教育段階への普通教育としての技術教科 ・学

習領域の導入17)で ある。連合王国北アイルランドも,以 上の特徴に合致する国 ・地城の1つ であ

る。また,連 合王国は,特 に教科の区分と構成に関する教育課程研究が最も盛んな国の 童つであ

り,と りわけ1980年 代から国内の科学技術教育課程に関する研究が活発に行われ,多 くの先行研

究を有している18)。

そこで本節では,連 合王国北アイルランドの科学技術教育課程及び 「科学技術」学習領域の指

導計画例の分析を通 して,科 学技術教育課程の構成的特徴を示 しつつ,技 術教育と科学教育の連

携に向けた示唆を得ることを課題とする。

3.2北 アイルラン ド教育課程基準 の構成と特徴

3.2.1北 アイルラン ドの学校制度

北アイル ラン ドの学校制度19)(小 論では初等中等教育に限定 され る)は,次 の通 りである。

就学前教育:幼 稚園(nurseryschool:2～4歳)

初等教育:小 学校(primaryschool:4～11歳)

中等教育:中 等学校(secondaryschool:11～18歳)

この うち義務教育期間は,4～16歳 であ り,年齢殺階に応 じて,4つ のキーステージ(KeyStage),

す なわちKS114～8歳(レ ベル1～3),KS2:8～11歳(レ ベル2～5),KS3:11～14歳(レ ベル

3～6),KS4:14～16歳(レ ベル4～8)で 構成19)さ れ,学 年別 に到達 レベルを仕切 るのではなく,

個人差に合わせて柔軟に設定 され ている(図2参 照)。

図2レ ベルと到達段階の関係

(出 所)NorthernlrelandCurriculumCouncil:TheNorthemIrelandCurriculumAGuide

forTeachers,Stranmillis,Belfast;Author,1990,p.5
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3.2.2小・ 中学校 の教育課程規準

北アイル ラン ドには,同 地域にお ける教育課程の基準 としてナシ ョナル ・カ リキュラム20)が 存

在 し,教科構成が規定されている。同地域 のナショナル ・カ リキュラムは,学 習プログラム(Program

ofStudy)と 到達 目標(AttainmentTarget)か ら構成 され る。学習プ ログラムは,各 年齢段階で全て

の児童生徒に提 洪され るべ き知識 ・理解 ・スキル を規定 している21)。一方の到達 目標は,年 齢段

階の視点か ら,各 教科で生徒に期待 され る標準的なパフォーマンス22)を 定義 した ものである21)。

北アイル ラン ド教育改革法(1989年 制定,1993年 及び1996年 改訂)に 基づいて,北 アイル ラ

ン ド・ナ ショナル ・カ リキュラム(以 下,ナ シ ョナル ・カ リキュラム)は,4歳 か ら16歳 の児童

生徒 に保証 され るべき教育目標 と教育内容を規定している。現行のナシ ョナル ・カ リキュラムで

は,英 語(English),数 学(Mathematics),科 学 ・技術(ScienceandTechnology)環 境 ・社会(Environment

andSociety),創 作 ・表現(CreadveandExpressive),ア イル語(Irish)の6つ の学習領域を設定 し

ている23)。初等教育段階の学習領域 を表10に 示 した。

学習領域 とは,各 領域 に複数 もしくは単一の教科活動が対応 し,児 童生徒 の視点からまとめた

教育課程の構成領域であ り,旧 来の教科枠 を越 えた新たな知の形成 を求めていると解釈 され る24)。

表10に 示 したよ うに,こ の 「学習領域」は,児 童の経験範囲を十分反映するように,6つ の領域

に区分 され,そ れぞれの領域 に,複 数 の教科 ・活動が対応 し,そ こにおける学習活動を通 して総

合 的に子 どもの発達 を促進 させ ようとい うものであり,学 習領域 自体それが,本 質的には 「教科

横 断的な教育課程基準(ク ロス ・カ リキュラム:crosscuriculum)」 であると認識 されている24)。

表10初 等教育(キ ーステージ1及 び2)段 階の学習領域

学習領域 教 科 活 動

英 語

数 学

科学 ・技術

環境 ・社会

創作 ・表現言語

英 語

数 学

科学 ・技術

歴史,地 理

芸術 ・デザイン,音 楽,体 育

アイル語(ア イル語で授業が実施されている学校のみ)
(出 所)NorthemIrelandCouncilfbrthoCurriculum,ExaminadonsandAssessment:NorthemIrelandCurriculum,URL

htt p://www.ccea.org.uk/curriculum.htm,2002を 再 構 成 した 。

またナ シ ョナル ・カ リキュラムは,学 習領域に加 えて,宗 教教育 と4つ の教育的(教 科横断的:

crosscurricula)テ ーマ(theme)を 規定 している。初等教育段階の教育的テーマは,1)相 互理解の

ための教育(EducationforMutualUnderstanding),2)文 化遺産(CulturalHedtage),3)健 康教育(Health

Education),4)情 報技術(InformationTechnology)で あり,各 学習領域において,そ れぞれのテー

マ との関連性 を重視 した学習活動が展開され る。 また,各 教育的テーマ と学習領域(教 科)と の

関連は,各 教科の学習 プログラムに詳細が掲載 されている。磯崎(1996)も 指摘するように25),北

アイル ラン ドでは,伝 統的な教科領域 でなく,学 習領域 を教育課程基準編成の基礎 とし,教 育的

テーマ を重要な要素 として位置づ けている点に特徴がある。

一方
,中 等教育段 階にお ける教科 と学習領域 との対応関係26)を 表11に 示 した。 中等教育段階
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の教育課程は,「 教科」の枠組みか ら構成 され,宗 教教育を含む全10教 科か ら成 り立っている。

また,ナ シ ョナル ・カ リキュラムは,中 等教育段階の教育的テーマ として,1)相 互理解のための

教育(EducationforMutuaiUnderstanding),2)文 化遺産(CulturalHehtage),3)健 康教育(Health

Education),4)情 報技術(InformationTechnology),5)経 済意識(EconomicAwareness),6)キ ャ リ

ア教育(CareersEducation)を 規定 している26)。なお,教 育課、程の地域基準における教育的テーマ

の取 り扱 いは,初 等教育 と同様 である。

表 稲 中等教育(キ ーステージ3及 び4)段 階の教科

学習領域 教 科

英 語

数 学

科学 ・技術

環境 ・社会

創作 ・表現

現代 言 語

英 語

数 学

科学,技 術 ・デザイン

歴史,地 理,実 務研修(BusinessStudies),家 政,経 済,

政治(以 上の うち1教 科かモジュール学習を選択)

芸術 ・デザイン,音 楽,体 育

フランス語,ド イツ語,イ タリア語,ス ペイン語,ア イル語

(出 所)NorthemIrelandCouncilfortheCurriculum,ExaminationsandAssessment:NorthemIreIandCurriculum,URL

http://www.ccea.org.uk/nicurrulum.htmを 再 構 成 した 。

さらに,生 涯学習能力 を高めるため,教 科全体を通 して児童生徒に獲得 されるべき 「学習 の方

法」に関す る学力が規定 され重視 されている。 この学力 は,「 キー ・スキル(KeySkills)」 と呼ば

れ,「 コ ミュニケー シ ョン」,「数の応用」,「情報技術」,「他者 との協働,噛 分の学習 とパ フォ

ーマンスの向上」
,「問題解決」の6種 類が規定 されている27)。1988年 度版のナシ ョナル ・カ リキ

ュラムは,教 科の集合体 として構成 されていた。 しか し,1995年 版以降のナショナル ・カ リキュ

ラムでは,教 育,仕 事,人 生にお いて 自分の学習 とパフォーマ ンスを向上 させ るた めの「 キー ・

スキル」が,教 科横断的に保障 され るべ きである と規定 されている。

3.3北 アイルラン ドの科学技術教育

3.3.1「 科学技術」学習領域

「科学技術」学習プログラムの構成を表12に 示した。学習プログラムは,「科学 ・技術の探究

と製作」及び 「科学 ・技術の知識 と理解」から構成され,キ ーステージ1及 び2に 共通 した構成

であった。各構成領域についてみると,「科学 ・技術の探究と製作」は,科 学 ・技術に関する知識 ・

理解を構成する中心的な活動(DEM,1996a:P.4)28)と 位置づけられてお り,「科学 ・技術」学習

領域の 「学習方法」に関わる知識 ・理解 ・スキルを提示 しているものと考えられる、

一方
,「科学技術の知識 と理解」は,「生物」「物質」「物理的プロセス」の3領 域から構成され,

学習すべき具体的な 「内容」を規定していた。これは,生 徒によって獲得されるべき教育内容 と

位置づけられる。以下,「科学 ・技術の探究と製作」及び 「科学 ・技術の知識と理解」の構成領域

とそれ らの系統性を検討 し,各 々の特徴をみていく。
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表12「 科学技術」学習領域の学習プログラムの構成

4～8歳 段階(キ ース テー ジ1) 8～11歳 段階(キ ーステー ジ2)

科学・技術の探

究と製作
計 画(6),実 行 と製作(8),解 釈 と評価(5) 計画(6),実 行 と製作(10),解 釈 と評価(8)

科学・技術の知

識と理解

生物:人 間(6)・ 動物 と植 物(9)

物 質:特 性(5)・ 変化(2)・ 環境(3)

物 理 的 プ ロセ ス:力 とエネ ル ギー(4)・ 電 気

(3)・音(3)・ 光(3)

生物=人 間(6)・ 動物 と植:物(8)

物質:特 性(4)・ 変化(6)・ 環境(3)

物理的 プロセ ス:力 とエネルギー(5)・ 電気

(4)・音(2)・ 光(3)

※()内 は,知 識 ・理 解 ・ス キ ル の 個 数 を示 す 。

(出 所)DepartmentofEducationNorthemIreland:ProgramofStudy,ScienceandTechnologyatKeyStage1,Belfast:Authod996a及 び

DepartmentofEducadonNorthemIreland:ProgramofStudy,ScienceandTechnologyatKeyStage2,Belfast:Author,1996bを 再 構

成 した 。

(1)科学 ・技術の探究と製作

キーステージ1「 科学 ・技術の探究と製作」の構成を,表13に 示した。「計画」は,ア イデア,

結果の予想 と問題解決の方法,作 品の構想 ・計画について,教 師や友だち同士でお互いに話し合

うなどの,実 践的 ・体験的な学習活動に参画する機会 と位置づけられていた。具体的な内容に注

目すると,問 題の設定 ・結果予想,試 験 ・実験のデザイン,材 料 ・素材の決定,製 作プランの設

定など 「実験 ・試験 ・製作活動の構想 ・計画に関するスキル」から構成 されていた。

「実行と製作」は,身 近な環境でよく知られている対象や素材について調査 ・探究した り,自

分のおこなったことを記述した りする実践的 ・体験的な学習活動に参画ずる機会と規定されてい

た。内容をみると,実 験 ・観察の実践,材 料加工,工 具 ・素材の適切な利用,結 果の記録 と提示,

製作活動の遂行など,「試験・実験・製作活動の実践・遂行に関するスキル」から構成されていた。

表 給 キーステージ1「科学 ・技術の探究と製作」の構成領域

計 画
・質問に対する回答

・作品と使用材料の決定と説朋(T)

・質問とその結果の検討 ・予想

実行と製作
・感覚による観察

・材料加工と再構成の実践(T)

・類似点と相違点を考慮した観察

・観察結果の分類と記録

・接合法の探究と実践(T)

解釈(Interpreting)と評価(evaluating)

・結果(成果)の発表

。結果(成果)の特徴の発蓑

1)網掛け内は,8～11歳(KS2)段 階に共通する内容

2)(T)は,技 術に関連する内容を示す

(出 所)DepartmentofEducationNothemIreland:ProgramofStudy,ScienceandTechnologyatKeyStage1,Belfast:Author,1996aを 再 構 成

した 。

「解釈 と評価」は,結 果を報告 ・提示 し,そ れらを解釈したり,製 作物を評価 したりするスキ

ルを伸ばす機会を提供する実践的 ・体験的な学習活動に参画する機会と定義されていた。規定さ

れた内容をみると,結 果の比較 ・考察,結 果の類型化,結 果の報告,作 品の評価 修正案の作成

と提案など,「試験 ・実験 ・製作活動の解釈 ・評価 ・報告に関するスキル」から編成されていた。

以上のように 「科学 ・技術の探究ど製作」は,探 究活動や製作活動の流れに沿って構成されて
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いる点が特徴的である。 これは,キ ーステージ2に おいても共通 していた。

(2)科学 ・技術の知識と理解

ここでは,「生物」,「物質」,「物理的プロセス」の領域構成 と内容と特徴をみていく。

まず 「生物」は,キ ーステージ1段 階及び2段 階ともに,「人体」と 働 物と植物」から構成 さ

れていた。人体は,身 体の構造と機能 成長段階 健康と安全の維持に関する知識から構成され

ていた。また 「生物」は,動 植物の生態と分類,保 護色の機能と意義 季節変化と動植物の生態,

植物の生育条件,食 物連鎖に関する知識から構成されていた。

次に 「物質」は,キ ーステージ1段 階及び2段 階ともに,「特性」「変化」「環境」から構成され

ていた。「特性」は,日 用品 ・材料 ・物質の分類,材 料の特性 と用途 との関連性,物 質の三態など

物質や材料の特性を中心とした構成であった。「変化」は,温 度 による物質の変化,化 学変化 とそ

の有用性,錆 とその防止法など,物 質変化とその応用を中心とした内容構成であった。さらに 「環

境」は,各 種 ゴミ ・廃棄物の識別 と分類,物 質の腐敗 リサイクルなど,資 源の有効活用と循環

に関する内容から構成されていた。

最後に 「力とエネルギー」 「電気」 「音」「光」から構成され,各 キーステージともに同様であっ

た。 「力とエネルギー」では,カ と物体の運動 各種エネルギーとエネルギー源,エ ネルギーを利

用 した模型製作,摩 擦などの内容が扱われていた。 「電気」については,電 気の各種用途 ・危険性 ・

安全利用,導 体と絶縁体,電 気回路,電 流などの内容から構成 されていた。また 「音」では,足

音や ドアの開閉音などの各種音源,音 を鳴らす方法 音の伝達など,音 の性質に関する知識から

主たる内容が構成されていた。さらに 「光」は,電 球や太陽などの各種光源,光 と色彩の関係,

光の進み方 ・反射など光の性質に関する内容構成であった。

これらの内容は,基 本的には単純なものから複雑なものへという,極 めてオーソ ドックスな配

列とるが,児 童の成長にあわせた 「活動範囲の拡がり」に配慮 している点が特徴的である。例え

ば 「生物 において,児 童は,校 庭 ・通学路 ・家庭 ・地域へと活動範囲を拡げながら,動 随物を

探究し,最 終的には 働 物」「植物」などの一般的な「種」という概念へ導かれるよう教育内容が

配列されていた

3.3.2「 技術 ・デザイ ン」科

「技術 ・デザイ ン」科の学習プ ログラムの構成(DEM,1996c:p.4)29)を 表14に 示 した。学 習

プログラムは,「 教授 と学習の成果」 と 「内容 とアプローチ」か ら構成 され ていた。 「教授 と学習

の成果」では,教 授 ・学習の成果 として生徒に獲得 され るべき知識 ・スキル ・理解が規定 されて

いた。一方の 「内容 とアプローチ」では,知 識 ・理解の具体的な教育内容が提示 され ていた。以

下,「 技術 ・デザイン」科のスキル と 「内容 とアプ ローチ」の教育内容に着 目しなが ら,各 領域及

び技術 ・デザイン科の特徴について検討 していきたい。
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表14「 技術 ・デザイン」科の学習プログラムの構成

カテゴリー 内 容

教1受と学習の成果

ス キ ル:デ ザイニング(13),コ ミュニケーティング(11),製 作（8）エ

ネルギーの使用 と制御（4)

知識 ・理解:デ ザイニング コミュニケーティング 製 作,エ ネルギーの使用と制 卸

内容とアプローチ

デザ イニング（8）,コ ミュニケーティング（4）,製 乍（5）

エネルギーの使用と制御:電子 システム と制御（3）,機 械システムと制御（2）,

流体システムと制 卸(1),PC畑 常脚(2)

※()内 は,知 識 ・理 解 ・ス キ ル の 個 数 を 示 す 。

(出 所)DepartmentofEducationNorthemIreland:ProgramofStudy,TechnologyandDesignatKeyStage3,Belfast:Author,1996cを 再 構 成

した 。

「技術 ・デザイン」科のスキルを表15に 示 した。デザイニング30)では,問 題や動機の認識

解決に向けたアイデアの提案 ・発展,製 作工程の作成 と遂行,作 品の評価などのスキルが規定さ

れていた。よって,デ ザイニングのスキルは,製 作活動を構想 ・遂行 ・評価するためのスキルと

みられる。次にコミュニケーティングであるが,ス ケッチを使用 したアイデアの探究と表現 製

図通則に基づ く図記号 ・製図技法の使用など,作 品のアイデアや構想を図や文章,表 やグラフな

どの形態を通 して表現 し,他 者に伝達するためのスキルと位置づけられる。一方,製 作では,安

全作業の遂行,各 種加工法 ・接合法を使用したものづくりの実践などのスキルから構成されてい

た。 したがって,製 作のスキルは,材 料 ・加工法 ・接合法を適切に使用ながら,製 作活動を遂行

し,作 品を完成させるためのスキルと言える。また,エ ネルギーの使用と制御のスキルは,機 構

の識別,簡 単な方法による運動制御 制御機構の構成と作品への適用などから構成されてお り,

制御機構をもつ作品を製作するためのスキルと言える。

表15「 技術 ・デザイン」科のスキル

デザイニング
・自然物及び人工物の長所

と問題点の説明
・製作活動のための問題提

起と解決に向けたアイデ
アの提案

・作品の形状 ・機能につい

ての説明
・デザイン概要の解釈及び

関連する要素の分析
・仕様書の作成

・デザイン概要と関連する

情報の収集 ・評価 ・活用
・各種アイデアの発展

・アイデアの評価 ・選択

・選択理由の説明

・製作工程の計画

・仕様書との対比による作

品の評価
・修正案の提案とその評価

コ ミニュケーテ ィング

・製作したい作品や実際に

製作した作品の説明
・学習活動や成果の長所と

問題点の説明
・アイデア表現のための

線 ・形状の使用
・図記号の識別 ・使用

・スケッチを使用 したアイ

デアの探求 ・表現
・情報通信技術の使用

・フリーハン ドスケッチを

使用したアイデアの発展
・製図通則に基づく製図技

法の使用
・公認の図記号 ・製図通則

の認識と使用
・状況に応 じた拡大図或い

は分解組立図の使用
・アイデア提示のための各

種メディアの活用

製 作
・安全作業の遂行

・簡単な構成活動及び再構

成活動の実践
・各種接合方法を使用した

構成活動の実践
・使用材料に適合す る切

断 ・成形 ・接合の各加工

法の選択と実践
・精度の高い材料加工の実

践
・1種類以上の材料を使用

した作品の製作
・各種手工具及び工作機械

を使用したものづくりの

実践
・複数の材料を使用した作

品の製作

エネルギ嘲の使用と制御
・身近な環境における異な

る運動の識別
・作品内部への単純な運動

を繰り返す機構の組み込

み
・簡単な方法による運動制

御
・制御ユニットの構成と作

品への適用

(出 所)DepartmentofEducationNorthemIreland:PrgramofStudy,TechnologandDesignatKeyStage3,Belfast:Author,1996cを 再 構 成 し

た 。
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「技術 ・デザイン」科の教育内容(内 容とアプローチ)を ,表16に 示 した。各要素別の個数を

みると,デ ザイニングとエネルギーの使用と制御がそれぞれ8個 で最も多かった。以下,製 作(5

個),コ ミュニケーティング(4個)で あった。次に,各 要素の内容を検討する。デザイニングでぽ

製作活動を構想 ・遂行 ・評価する過程,す なわち 「デザイン概要の作成と使用」から 「作品の評

価」に到る各過程で必要となる知識 ・理解が規定されている。コミュニケーティングでは,ア イ

デアの提示法 拡大図,分 解組立図,製 図通則など,ア イデア ・スケッチと製図法を中心にした

作品の表現 ・伝達方法に関する知識 ・理解が規定されている。一方,製 作では,材 料 加工法

接合法,手 工具,電 動工具,工 作機械 とそれ らの利用に関する内容がみられる。エネルギーの使

用と制御は,「電子制御」磯 械制御」「流体制御」「コンピュータ／MPU制 御」から構成されてい

た。

表16「 技術・デザイン」科の教育内容(内 容とアプローチ)

デザイニング
・デザイン概要の作成と使

用
・デザイン要素の考察と技

術
・適切な情報の活用

・仕様書の作成

・各種アイデアの生成と発

展
・アイデアの評価と選択

・最適な活動計画の選択 。

決定
・作品の評価

コミニ ュケーテ ィング

・フリーハン ドスケッチに

よるアイデアの提示
・各種グラフィック技法の

習得と発展
・拡大図 ・分解組立図 ・注

釈等を使用した補足事項

の追加方法

・製図通則の識別 ・使用
・製図通則に準拠した各種

図面の作成と解釈

製 作
・各種製作プロセス(罫書き,

材料固定,切 断 研削,接

合,成 形)及 び各プロセス

で使用される工具・設備機

器の特徴と安全な使用法
・工作機械の使用圏的(穿墾,
研磨,ポ リシング,真空成

型加工,切 断 プラスチッ

クの折曲げ)及び安全な使

用方法
・手工具 ・電動工具・工作機

械を使用した高精度の加

工処理の実践
・永久結合及び半永久結合を

使用した材料接合
・使用材料に適した表面処理

加工法の使用

エネルギLの使用と制御

【電子システムと制御】
・基本的な電子部品の機能と

作動の調査
・所期の作動を実現させる電

子回路の構成

【機械システムと制御】
・基本的な機械要素の機能と

作動の調査
・所期の作動を実現させる簡

単な運動制御機構の構成

【流体システムと制鋼
・バルブ及びシリンダの機能

と作動の調査
・両者を使用した流体システ

ムの構成

【PC/MPU群調御】
・PC/MPU制御の利点にっいて

の調査と議論
・制卸用ソフトウエアを使用

しPCハ側 制御の実践
(出所)DepartmentofEducationNorthemIreland:PrgramofStudy,TechnologandDesignatKeyStage3,Belfast:Author,1996を 再 構成 し

た。

3.3.3科 学技術教育の到達目標

ここでは,北 アイルランド科学技術教育の到達目標に着目したい。表17は,「 科学技術」学習

領域及び 「技術 ・デザイン」科の到達目標(一部抜粋)で ある31)。「技術 ・デザイン」科は,小 学

校教育課程には存在 しない。しかし,「科学技術」学習領域 と同様の水準を保ちつつ,よ り教科的

な内容に特化 されたかたちで,学 力の発達状況が,系 統的に規定されていることがわかる。これ

は,到 達目標が,学 力の評定 ・評価を強く意識していることを意味する。実際,到 達 目標は,学

校内における評定 ・評価はさることながら,GCSE試 験(中 等教育修了一般資格試験)等 の資格

試験における評定基準の基軸となっており,教育内容を中心に規定 した学習プログラムと同様に,

教育実践において重要な位置づけを占めている。
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表17北 アイルラン ド科学技術教育の到達目標(一 部抜粋 下線は筆者ら。肢術」分野を示す)

レベル

Level1

工£ve】.2

Level3

Level4

Level5

Level6

Level7

「科学技術」学習領域

科学と技術の探究と製作

児童は,身 近な物質 ・材料 ・生物を観察 し,そ の結果や自身

の考えを相手に伝える。また児童は,つ くろうとしている「も

の」について他者に話 ずとともに,材 料を用いて簡単な構成

及び再構 成活動をおこない,実 際に作成 した 「もの」につい

て説明する。

児童は,身 近な物質 ・材料 ・生物の観察と比較をおこな う。

また生徒は,観 察 と関連 した 「問い」を設定し,何 が生ずる

のか各自で予想するとともに,観 察の結果 と結論を簡単な方

法で記録する。また生徒は,も のづくりのアイデアを提案し,

種々の方法で材料を接合する。さらに,教 師からの支援を得

て,機 構部分を作品の内部に組み込み,実 際に作成 した 「も

の」について,そ の長所と問題点を説明する。

児童は,ア イデアがどのように調査されるのか自身の考えを

示唆するとともに,何 が生ずるのか各 自で予想する。児童は,

どのような場合,正 確な試験であるのか理解し,なぜ正確な

のか,そ の理由を認識 している。また児童は,観 察及び計測

に対する論理的な説明をおこない,文 章 ・図 ・棒グラフなど

の種々の方法を使用 して,ア イデアや実験 観察の結果を記

録す る。また,各 自で何をおこなったのか,そ の順序と内容

を記述し,観 察結果を類型化する。さらに児童は,ア イデア

を選択 し,各種材料 ・部品 ・工具一式を用い,構 成活動をお

こなうとともに,選 択 した材料と部品や,作 成した 「もの」

についての出来栄えを説明し,可 能な場合には,作 品の修正

案を提示する。

児童は,一 定にする必要のある条件や要因を示す正確な試験

を実施する。児童は,何 が起こると思われるのか,試 験の結

果を予測 し,一 連の観察 ・計測を実施するために,適 切な器

具や設備機器を選択 ・使用する。また児童は,図 ・簡単な表 ・

グラフ ・文章記録など,適 切な方法を適宜選択 しながら,得

られた結果を記録 し,発表する。さらに,も のづ くりの計画

と実践のため,材 料の特徴に関する知識を用い,材 料の切

断 ・成形 ・接合に適切な手工具と加 工法を,自 身の能力とあ

わせて活用するとともに,所 期の製作意図や仕様を念頭にお

きながら,実 際に作成 した 「もの」を評価する。

児童は,科 学技術の学習活動から生 じた疑問の解決を目的 と

する正確な試験を計画,実 行し,得 られた結果を説明する。

児童は,課 題に対 して適切な各種器具 ・設備装置を選択し,

正確かつ安全にそれ らを使用する。また児童は,結 果を系統

的に記録し,結 論の案出 ・類型化 ・比較のため,記 録した結

果を利用する。結果を説明するとともに,結 果に基づいて得

られた類型や結論についての報告書作成を開始する。さらに

結論では,科 学的な知識 ・理解と実際と得られた結果とが,
一致 している

。児童は,作 成 した模型の運動を制御 し,信 頼

性 と3鍍 の視点から作品を試験する。

「技術 ・デザイン」科

デザイニング

人工物 と自然物に関 してそ

の長所 と短所を話すことが

できる。

製作活動のために問題を提

起し、その解決に向けたアイ

デアを提案できる、

外観,機 能,安 全性の見地か

ら作品について話す ことが

できる。

所与のデザイン概要から,記

載されたデザイン要素に適

切な憐報を収集 し,使用でき

る。

製作活動に関連 した各種ア

イデアを生成 ・発展させるた

めに,デザイン概要を使朔で

きる。また,適 切なデザイン

要素及びその他関連情報が

記載 された仕様書を作成で

きる。さらに,最適なアイデ

アを選択できる。

収集 した情報源を評価でき

る。製作活動 を遂行す るた

め,作成した作品の仕様書に

照 らしあわせ てアイデ アを

評価 ・相互比較することで,

案出 された各種アイデアの

中か ら最適なものを選択で

きる。さらに,作 品を評価で

きる。

各 自で作成 した仕様書と対

比 させ,作 品を評価できる。

また,各 自の作品の製作工程

を正しく配列できる。

コ ミュニケー ティング

彼 らが何を作るか、あるい

は、作ったかについて話すこ

とができる。

各自が何を製作 しているの

か,文 章または図面の形態で

表現できる。

アイデアを伝達するために,

線と形状を使用できる。

作図の場面において公認 さ

れた図記号について知 り,そ

れを使用 できる。各自のデザ

インアイデアについて,その

形状や外観をスケ ッチでき

る。さらに,図 面の質を高め

るために情報通信技術を適

宜使用できる。

作品の色 と外観 を示 した注

釈付きのフリーハン ド・スケ

ッチを使用して,作 贔のアイ

デアを発展させ,そ れ らを他

者に伝えることができる。

公認 された図記号や製図通

則に基づ く正式の製図技法

を適宜使用することにより,

各自のアイデアを発展させ,

他者 に伝達することができ

る。

各 自の図面において拡大図

または分解組立隅を使用し,

作品の補足情報を他者に伝

達できる。
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3.3.4「 科学技術」学習領域 における学習活動計画

ここでは,「学校に基礎をおくカリキュラム編成」の基準の1つ となる 「科学技術」学習領域の

教師用指導書32)について,ス キル育成の視点から分析し,「学習活動計画」の構成的特徴につい

て検討 したい。分析対象 は,1999年 に北アイルラン ド試験局から刊行された 「科学技術」学習領

域の教師用指導書である。指導書は,science(以 下,科 学)分野とtechnology(以下,技 術)分野の2

部構成であり,分 野ごとに 「スキルの系統表」と 「学習活動計画」がそれぞれ含まれていた。

(1)科学スキルと技術スキルの指導系統表

指導書において,科 学スキル と技術スキルの 「指導系統表」は,学 習活動計画編成の基準とさ

れていた。科学スキルと技術スキルの指導系統表を表18と19に 示 した。科学スキルは,質 問す

る ・予測する ・公正にテス トする ・観察する ・計測する ・記録する ・説明する ・報告するの8つ

のスキルから構成されてお り,5つの レベルが設定されていた。一方の技術スキルは,計 画する ・

製作する・切断する・接合する・穴あけする ・固定する・評価するの8つ のスキルから構成され,

科学分野 と同様に5つ のレベルに区分されていた。これらのレベル区分は,「科学技術」学習領域

の到達目標に対応 しており,同 領域の学習プログラムの 「科学と技術の探究と製作」の 「教育内

容」を基準として作成されているものと考えられる。

表18科 学スキルの指導系統表(抜 粋)

スキル レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

予測する
何が起 こるか説明で

きる。

予測 できる。 予測 した論拠につい

て説朋できる。

先行経験に基づいた

予測ができる。

科学的な知識に基づ

いた予測ができる。

観察する
五感を使った観察が

できる。

類 以性と差異性に着

目した観察ができる。

適切な観察ができる。 系統的な観察ができ

る。

精度に配慮 した観察

ができる。

説明する

なぜ起 こったの話す

ことができる。

何が起こったのか説

明できる。

予測したことと,実際

の結果 とを関連づけ

ることができる。

結論を導いたり,比較

をするために,結果を

使用できる.

類型化す るために結

果を使用できる。

(出 所)NorthemIrelandCouncilfortheCurriculum,ExaminationandAssessment,ScienceandTechnologyatKeyStage1&2,Belfast:

Author,p.5,1999,

表19技 術スキルの指導系統表(抜 粋)

スキル レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

計画する

作りたいものと,使用す

る材料について説朋で

きる

製作のアイデアを構想

できる。また教師の支援

を受けて,適切材 料を

選択できる。

ものづくりを計画する

場合に,適切な材料と部

品を選択できる。

ものづくりの計画を作

成できる。また 材料や

部品の選択理由を翻朋

できる。

一連の材料と工具につ

いての操作スキルを高

めることができる,

技術的活動と関連した

生活上の問題に取り組

むことができる。

製作する

材料部品の組み立てや

再構成ができる。

材料に適 した接合方法

について探究できる。

各種加工:方法と使用工

具を適切かっ安全}評}」

用できる,

エネルギーを制御した

動く横型を構成できる。

(出 所)NorthemIrelandCouncilfortheCurriculum,ExaminationAssessment,ScienceandTechologyatKeyStage1&2Belfast

Author,p、71,1999.
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(2)学習活動計画

科学分野の学習活動計画は,「学習プログラムとの関連」「期待される学習成果」「学習活動の

展開」から構成 され,特 に 「学習活動の展開」については,「科学技術」学習領域の学習プログラ

ムの うち 「知識 と理解」の構成領域である 「生物」「物質」「物理的プロセス」に準拠 した編成で

あった。具体的な内容に目を向けると,技 術アイデアとして技術分野との関連性が示 されている

点に注目される(表20参 照)。

表20科 学分野学習活動計画(物 質の性質)

内 容

学 習

プログラム

児童には,貨 常生活の種々の場面で利用される各種素材を用いて活動する機会が与えられなけれ

ばならない。

期待される
学習成果

・水 ・紙 ・砂 ・プ レー ドゥ(子 ども用工作粘土)・ ブ ロック ・ジグ ソーパ ズル 等を用いた構成 あそ

びが できる。

・種々 の性質 の異な る材料 があるこ とを理解 できる。

学習活動
の展開

活動 のながれ

o児 童 は,紙 ・木材 ・プラスチ ックのブ ロック ・塑像用粘 土 ・プ レー ドゥ ・砂 ・水 ・石 ・貝殻 ・

布 を含む各種素材 を用いた構成 あそびを通 して,(素 材 の性質 を)探 究す る。

o例 えば,水 を注 ぐ,紙 を切 る,粘 土を使 って造形す る等,素 材 を用いた構成活動 をお こな う。

探 究課題

oど ち らの履 き物が,雨 の 日には適 していますか?

技 術ア イデア

o模 型 の製 作にブ ロックを使 うことがで きる。

oテ デ ィを雨か ら守 るために,帽 子か雨傘 を作る ことができ る。

一方
,技 術分野の学習活動計画は 「学習プログラムとの関連」「期待される学習成果」「展開可

能な学習状況」「学習活動の展開」「工具と材料の使用方法」「学習素材」から構成されていた。活

動計画の内容に着 目すると,科 学分野の活動計画は,学 習プログラムの構成に沿って展開されて

いたのに対 し,技 術分野の活動計画は,関 連性のある教育内容を組織 した学習活動のまとまり,

すなわち 「単元」として構成 されていた。活動計画は,全14題 材から編成されてお り,学 習プロ

グラムとの関連性からみると,「物質」や 「物理的プロセス」のうちr電 気と磁気」「力とエネル

ギー」「音 と光」等の教育内容が扱われていた。また,系 統性の視点では,身 近な素材(紙 ・ビニ

ル ・布 ・木材等)使 用 した材料加工を中心とする題材から,空 気 ・磁気等を使用した動くおもち

やの製作等,「物質」や 「物理的プロセス」の内容を扱う複合題材へと展開されていた。

以上より,教 師用指導書の学習活動計画は,科 学と技術の教育内容を1つ に統合するのではな

く,相 関カリキュラムの形態で科学分野,技 術分野それぞれの 「活動計画」を編成 していること

がわかる。

3.4考 察

3.4.1北 アイルラン ド科学技術教育課程の構成的特徴

ここでは,日 本の学習指導要領 との比較を通して,北 アイルラン ドにおける科学技術教育課程

基準の構成とその特徴にっいて考察を進めたい。
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まず,北 アイルランドの科学技術教育課程基準は,学 習プログラムと到達目標か ら構成されて

いた。前者の学習プログラムは,同 地域の科学技術教育において育まれるべきスキル ・知識 ・理

解の内容の具体的な内容を規定していた。一方,到 達 目標は,8段 階からなる到達の 「レベル」

と,当 該 レベルにおける具体的な児童生徒の学習状況を示 した 「レベル記述」から構成されてい

た。また,学 習プログラム,到 達 目標の両者 とも,科 学技術教科における学習の方法を申心に編

成された領域(科 学技術の探究と製作,デ ザイニング,コ ミュニケーティング)と,学 習の対象

内容を中心とする領域(科 学技術の知識 と理解,製 作,エ ネルギーの使用と制御)か ら成 り,特

に,到 達則票によって,教 育課程基準の系統性を明確化 している点が特徴的であった。

次に日本の学習指導要領の構成に着 目する。平成10年 度版中学校学習指導要領の第8節 「技術・

家庭技術分野」をみると,「目標」「内容」「内容の取扱い」から構成されていることがわかる。さ

らに内容は,「A技 術 とものづくり」「B情報 とコンピュータ」の2つ のスコープから成 り,各 内

容は,A,Bそ れぞれ(1)～(6),合 計12項 目から構成される 「指導項目」と,指 導項目の具体的

な内容を記述 した 「指導内容」(A:13項 目,B:12項 目)か ら構成されていた33)。

以上のように,「 目標」と 「内容(教 育内容)」 という構成は,北 アイルランドに共通している

が,次 に示すような2点 の大きな相違がみられる。

第1は,教 育課程基準における系統性の規定である。北アイルランドでは,レ ベルと各レベル

における児童生徒の到達状況を記述した到達 目標があった。一方,わ が国の学習指導要領には,

例えば,各 学年における生徒の到達状況やその違いについて,明 記されていなかった。

第2は,教 科における学習の 「対象内容」に関する学力 と 「方法」に関する学力のバランスで

ある。北アイルラン ドのナショナル ・カリキュラムは,学 習の 「対象内容」及び 「方法」の双方

から構成 されていた。これに対し,日 本の学習指導要領をみると,例 えば 「材料に適した加工法

を知ること」あるいは 「機器の保守と事故防止ができること」などのように,学 習の 「対象内容」

となる 「知識」や 「技能」を中心として,わ が国の教育課程基準が構成 されており,学 力の捉え

方に,北 アイルラン ドと大きな相違がみられる。

木下(1991)は,「 教育の本質観 ・学校観 ・児童観 ・価値観等に不可分の関係にあるため,教 育学

的にコンセンサスを得た学力の概念は,確 立されていない」鋤としながらも,「学校教育が 『学校

的能力』として児童生徒に形成することを目的とした人間的能力の総体を広義の 『学力ふとして

把握 し,そ の中軸に位置つくものとして 『認識能力』を狭義の 『学力』として把握すること」鋤

を提案 している。そして,人間的能力の総体としての広義の学力は,「①認識能力 としての学力(狭

義),② 表現能力(感 応 ・表現の能九 身体の能九 労働の能力),③ 社会的能力としての人格的

諸特性」35)の3つ の軸によって構成されると指摘している。さらに,認 識的能力としての狭義の

学力は,「①知識習得の結果的表現 としての学力,② 新 しい知識や課題を解決していく,学 習可能

性 としての学力(科 学的方法 ・学習方法の能力など),③ 知識習得の過程で形成される認識の基礎

としての心理的諸特性(観 察力 ・集中力 ・直感力 ・想像力 ・思考力等)」35）を内包するとしている。

木下(1991)の 分類に基づき,北 アイルラン ドの科学技術課程を分析すると,1)「認識能力」「表

現能力」「社会的能力」を包含していること,2)「 認識能力」では,「新しい知識や課題を習得 ・
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解決 していく学習可能性 としての学九 が特に重視されていることが特徴 として指摘できる。そ

こには,学 力をその主体的側面(学 習主体の意識 ・意欲 ・関心 ・主体性)な ど主軸にして,主 体

的 ・人間的能力として把握 しようとする学力観35）がうかがえる。

これに対 して,日本の学習指導要領の構成及び内容に着目すると,「知識習得の結果的表現とし

ての学力」を重視 していることが指摘されている36)。この基底には,学 力をその客体的側面(対

象化された教育内容)を 主軸にして,実 体的に規定しようとする学力観34)がうかがえる。

その一方,急 速な社会変化への対応するため,わ が国でも,「生きる力」や 「新 しい時代に求め

られる教養」のような,実 用的 ・機能的な学力の育成が,重 視されつつある。田中(2000)は,21

世紀に多様な社会的ニーズに耐えうる基礎学力として,次 の3つ を指摘37)している。

①生涯学習社会で自立する基礎学力

多様な社会活動に参加 して自己実現する過程において,主 体的に学ぶことができる,実 践

的な自己学習力

②高度情報通信社会に必要な基礎学力

「コンピュータに慣れ親しむ」「コンピュータから学ぶ」を越えて,子 どもたちが探究し

た り,表 現したり,そ して交流するため,主 体的に情報機器を活用する能力

③プロジェクト社会で必要な基礎学力

課題解決的な学習活動 認)を実行する力や積極的に学ぶ態度

①～③の 「基礎学力」は,い ずれも学習の 「方法」に関連しだ学力であり,連 合王国の 「キー ・

スキル」に極めて類似 している。 したがって,① ～③の 「基礎学力」を形成する場合,各 教科に

おける学習の 「対象内容」と関連づけながら,教育課程編成を実施する必要があると考えられる。

このように,今 後のわが国における教育課程基準の構成の在り方を検討する上で,北 アイルラン

ドの教育課程基準の構成は,極 めて示唆に富む。

3.4.2科 学教育と技術教育の連携に向けて

本章を総括するにあたり,分 析により得 られた知見をふまえ,「教育課程規潮 及び 「学校に基

礎を置 くカ リキュラム」の視点から,科 学教育と技術教育の連携に向けた示唆を示す。

まず,教 育課程規準 レベルでは,3点 に要約 される。第1は,「 教科カリキュラム」と 「経験カ

リキュラム」のバランスである。北アイルランドの場合,初 等教育では児童の生活や経験を重視

したr学 習領域」により,'中等教育では 「教育的(教 科横断的)テ ーマ」との関連性に配慮した

「教科」により教育課程規準が構成 されている。つまり,初等教育では 「経験カリキュラム」に,

中等教育では 「教科カリキュラム」にウエイ トを置き,児 童生徒の発達水準に応 じて 「経験カリ

キュラム」から 「教科カリキュラム」へとウエイ トを緩やかにシフ トさせながら,両 者のバラン

スをとっている。

第2は,学 習方法に関わる学力への着 目である。北アイルラン ドの科学技術教育課程基準では,

「科学技術の探究と製作」として,探 究活動や製作活動を進めるために必要となる知識 ・理解 ・

スキルを,学 習活動の時系列的な展開に合わせて規定している。無論,探 究活動や製作活動の最
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終的な 聰 的」は異なる。しかし,そ れぞれの活動を遂行するためには,「論理的思考力」,「反省

的思考力」,「表現力」,情 報処理能力」などが必要であり,これらの教科横断的な学力が,「科学

技術の探究と製作」の知識 ・理解 ・スキルに含まれている。 このように 「科学技術」学習領域の

場合,学 習方法に関わる学力,と りわけ教科横断的な学力を中心に科学教育と技術教育の連携を

図っている。

第3は,系 統的な到達目標である。主として教育内容を規定 した学習プログラムとは対極的に,

到達 目標は,領 域 ・教科で育む学力の発達状況を規定している。これは,学 力の評定 ・評価の基

準となっており,資 格試験の評定基準 とも密接に関連 している。その一方,授 業時間数に関して

法的規定のない連合王国において,学力の到達状況を定めることは,学力を保障するだけでなく,

教育課程基準の実施をより弾力的に促進するものであり,「学校に基礎を置くカリキュラム開発」

が機能するための条件でもある。このことからも,学 校毎の独自性を重視する我が国において,

教育課程基準としての到達 目標は,も はや不可欠であると言わざるを得まい。

一方,「学校に基礎を置くカリキュラム」のレベルでは,「相関カリキュラム」が重要になると

考えられる。「科学技術」学習領域の教師用指導書は,「科学」と 「技術」の各分野から構成され

てお り,科 学 と技術の教育内容を1つ に統合するのではなく,相 関カリキュラムの形態で科学分

野,技 術分野それぞれの 「活動計画」を編成 していた。教師用指導書の活動計画は,「学校 に基礎

を置くカリキュラム」を直接意味するものではないが,各 学校における教育実践に対 して少なか

らぬ影響を与えるものと思われる。

上越教育大学学校融育学部附属中学校(2003)39)では,未 来ゼミ(総 合的な学習の時間)と 教科

との関連性,各 教科の関連性を考慮 し,吟 日的な課題を中心に各教科の学びを再構成」した 「科

学技術科」を実施している。科学技術科において,各 生徒は 「理科と技術 ・家庭科技術分野の 『技

術 とものづくり』での学びを中心に,エ ネルギー問題や組替えの是非を含めた遺伝子にかかわっ

た問題などの今日的な課題の中から自分で課題を設定し,既 存の教科の枠組みを越えながら追求

していく。」40)こうしたr課 題」と 「教科」との関連性を重視 した上越教育大学学校教育学部附属

中学校の実践は,「教科カリキュラム」と 「経験カリキュラム」のバランスをはかる試み として,

重要な位置づけにあると言える。と同時に,物 質循環をキー ワー ドにした 「技術分野」と 「理科

分野」との相関カリキュラムによって学習活動がデザインされてお り41),「教科」と 「総合的な

時間」の発展的形態を示す事例として極めて示唆的である。

4.結 びにかえて

以下の2点 から,創 成教育を重視 した技術教育課程基準に関する研究開発の促進 ・発展に向け

た示唆を述べ,本 論を総括したい。

4.1学 習指導要領の構成原理

我が国の学校教育の教育課程の国家基準(学 習指導要領)は,基 本的には 「内容中心」の構成

である。学習指導要領の各教科は,「 目標」と 「内容」から構成される。 「内容」では,各 学年で
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習 う漢字,英 単語,算 数 ・数学や理科の法則 ・概念等が示されている。「内容」では,各 学年で習

得すべき知識,技 能を中心に記述 されている。一方,各 教科の目標は,一 般的には 「方向目標」

で示される。方向目標 とは,「態度を育てる」「考え方を指導する」「情操を豊かにする」「感動す

る能力を高める」 といったように,目 標を実態的にではなく方向を示すものである(中内,1998:

P.46)42)。

1戦後の職業教育課程の国家基準は,例 えば1951(昭 和26)年 の高等学校学習指導要領工業科編

(試案)及 び中学校学習指導要領職業 ・家庭科編(試案)が示すように,プ リックランドの 「職業分

析」に基づくものであった43)。プリックラン ドの職業分析法は,対 象となする職業の仕事の要素

作業 と関連知識に分け,要 素作業の頻度数によって学習すべき技能と知識を定める方法である。

しか し,我 が国は今後,内 容 とともに目標を重視し,目 標 と内容のバランスの取れた教育課程

基準を構成する必要があると考える。OECD参 加国が共同して国際的に開発 した15歳 生徒を対

象 とする学習到達度問題を2003年 に実施 した調査(PISA)で は,読 解力,数 学的 リテラシー,科

学的 リテラシー,問 題解決能力の各領域について,た だ単に学校の教育課程基準の内容を習得 し

たか否かというだけではなく,成 人後の社会に必要とされる重要な知識 ・技能をどれだけ習得 し

ているかを 目的とした(OECD,2004)44)。 日本は,前 回(2000年)8位 であった 「読解力」が

OECD平 均 レベルの14位 まで低下し,「数学的リテラシrは,前 回の1位 から6位 に下がった。

「科学的 リテラシー」は2000年 と同様に2位,問 題解決能力」は4位 であった。さらに,国 際教

育到達度評価学会(IEA)が2003年 に実施した国際数学 ・理科教育動向調査(TIMSS)で,日 本の

中学2年 生の数学は,前 回(1999年)調 査と同じ5位,理 科は4位 から6位 に低下し,学 習習慣を

含め改善に取 り組む必要性が指摘 されている。

生涯学習力を重視 し,変化する社会や技術に柔軟に対応できる思考力,判 断力,問題解決力等,

育む能力が明確に目標として示された教育課程基準を構成する必要がある。

42ス タンダー ド準拠評価の導入の必要性

育むカを重視 した教育課程基準を導入するには,「領域準拠評価」ではなくて,「スタンダー ド

準拠評価」の導入が必要である。

「目標(ク ライテリオン)準 拠評価」には,「領域準拠評価」と 「スタンダー ド準拠評価」があ

り,鈴 木(2004)が 指摘するように,我 が国では両者の区別されないままに用いられ,齪 齢をきた

している。

「領域準拠評価」は 「明確に定義された行動領域」を評価するものであり,具 体的には 「～が

できる」「～ができない」といった判断が可能な行動をあらかじめ決めておき,こ れらの行動を示

すかを確認 していく評価である。領域準拠評価は,個 別に教えることのできる知識や簡単な技能

の評価には適 しているといわれる。 しか し,特 に思考力や判断九 問題解決力等といった高次の

学力では,明 確な行動の次元で評価基準を設定することは極めて困難iである(鈴木,20028月

号:P.42)45)。

一方
,「スタンダー ド準拠評価ゴは,領 域準拠評価のように,○ か×でといった二値的判断で
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評価 しない。連合王国各地域の教育課程基準のように,長 期間(連合王国では5～16歳)に おける

進歩の学習到達水準(イ ングラン ドの教育課程基準では8段 階)の表をまず規定し,学 習者がどの

到達水準に当てはまるかどうかを判断する評価である。学習到達水準表は,ア メリカではルーブ

リックと呼ばれることが多い。米国のルーブ リックも,一義 的な解釈は難しいが,そ の多くは,

学習の到達水準を示す数段階程度の水準と,そ れぞれの該当水準に見られる学習者の様相の特徴

を示 した記述語から作成されている。思考力 ・判断力 ・間題解決力等の高次の学力は,長 期にわ

たる学習を必要とする。これを,小 単元ごとや1時 間ごとに急激に進歩すると考えて評価するの

は,こ うした学習力の発達を,知 識や簡単な技能の発達と混同していることになる(鈴木,200412

月号:p.7)46)。PISAの2003年 調査も,点 数の算出だけではなく,各 リテラシー領域 ともに学習

到達度の水準を求め,ス タンダー ド準拠評価の考え方が用いられている(鈴 木,2006:p.51)47)。

領域準拠評価とスタンダー ド準拠評価との違いは,単に評価基準の示 し方の違いだけではなく,

より根本的に,学 習観自体が異なっている(鈴 木,2004:p.42)45)。 スタンダー ド準拠評価は,

構成主義の学習理論を基礎 としている。

附 記

本報告の各節について,そ のもとになった原論文の初出等を示す と,以 下の通りである。

1.書 き下ろし

2.磯 部征尊r技 術科評価基準の開発 とカ リキュラムのデザイン」,『平成16年 度 兵庫教育大学

大学院 連合学校教育学研究科博士論文』(未刊行),2005,56-65頁 を一部修正した。

3.伊 藤大輔 「北アイルラン ドと日本の技術科カ リキュラムのデザインに関する研究」,『平成15

年度 兵庫教育大学大学院 連合学校教育学研究科博士論文』(未刊行),2004,37-73頁 に一

部加筆修正した。

4.書 き下ろし

註釈及 び参考 文献

1)恒 川 畠美 ・清水優史,「 「創成教育特集号」の趣 旨」,『工学教育』53(1),2005,4頁

2)武 田邦彦,「 工学系にお ける創成教育の理論」『工学教育』53(1),2005,27-34頁

3)稲 葉 ら,2005,工 学教育第53巻 第1号90頁
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(http://www.jabee.org/)よ り入手可。]

5)例 えば,日 本工学教育協会 『第53回 通常総会資料』,財 団法人 日本工学協会,2005,1頁 な ど。

なお本資料 は,日 本工学教育協会のホームページ(http://wwwsoc.niiac.jp/jsee/)より入手可。

6)林 知己夫 『数 量化の方法』,東 洋経済,1974

7)林 知己夫 ・樋 口伊佐夫 ・駒沢勉 『情報処理 と統計数理』,産 業図書,1979

8)古 川俊之 ・田中博 『多変量解析プ ログラムパ ッケー ジ入 門』,医 学書院,1983
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,

URLhttp://www.ccea.org.uk/curriculumhtm,2004

22)パ フ ォ ー マ ン ス は 「実 践 的 な ス キ ルpracticalskill)」 を 重 視 す る こ とが,指 摘 され て い る 。 し

か し 適 切 な 訳 語 が み られ な い た め,こ こ で は 原 語 を 用 い た 。[Lawton ,DandGordon,P.,

DictionaryofEducation,London,U.K.:Hodder&Stoughton,1994,p.140]
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24)磯 崎 哲 夫 「英 国 に お け る ク ロ ス ・カ リキ ュ ラ ム とそ の 運 営 」野 上 智 行 編 『総 合 的 学 習 へ の 提 書
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25)同 上 書,103頁

26)NorthemIrelandCouncilfortheCurriculum,ExaminationsandAssessment:NorthcmIrelandCurriculum
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上 掲 書19)を 再 構 成 した 。
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28)DepartmentofEducationNorthemIreland,(DENI),ProgramofStudy,ScienceandTechnologyatKey

Stage1,Belfast:Author1996a

29)DepartmentofEducationNorthemIreIand,(DENI),ProgramofStudyTechnologyandDesignatKey
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35)同 上書,315頁
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房,2002,2-3頁

37)田 中博之 『総合的な学習で育てる実践スキル30－ 知 る,創 る,表 す,関 わ る,律 す るカ』明

治図書,2000,17-18頁
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第4章 科学への学習意欲に関する全国的な実態調査

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.目 的

(1)科 学への学習意欲は,小 学校5年 から高等学校3年 までの範囲で全国的にどのように形成 さ

れているか

(2)平 成12年 度に実施 した 「理科学習の重要性に関する中学生の意識調査」の結果 と比べて,

平成16年 度の中学生の科学への学習意欲に変化が見られるか

(3)学 校での学習活動や 自主的な活動の程度の違いによって科学への学習意欲の形成に違いが見

られ るか

2.調 査対象者

全国の公立の小 ・中学校,及 び高等学校全 日制普通科の小学校5年 か ら高等学校3年 までの児

童生徒を母集団 とし,無 作為に抽出された標本集団。単純無作為に抽出 した全国の小中高の各150

校 について,対 象学年で各1学 級に属す る約5000人 を標本 として計画。調査を実施する1学 級

は,各 学年 で乱数を用いて無作為に指定。

3。 調査方法

学校への郵送による多肢選択式の質問紙調査。調査項 目は小学生用を末尾に掲載。

平成16年12月 ～平成17年1月 に実施。

4.回 収結果と標本規模

小学校70校(回 収率47%),中 学校74校(回 収率49%),高 等学校96校(回 収率64%)。 合

計20984人 に実施。各学年の児童生徒数は下の表の通 りである。
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4.調 査結 果

目的(1)科 学への学習意欲は,小 学校5年 か ら高等学校3年 までの範囲で全国的に どのよ う

に形成 されているか。

結果 科学の学習意欲を多面的に捉え,各 側面に関す る全国的な形成過程が明 らかになっ

た。

員的(2)平 成12年 度に実施 した 「理科学習の重要性に関す る中学生の意識調査」の結果 と比

べて,平 成16年 度の中学生の科学への学習意欲に変化が見られるか。

結果 多 くの側面に渡 って,平 成12年 度 と比べて統計的に有意に科学への学習意欲が高

まっていることが明 らか となった。

目的(3)学 校での学習活動や 自主的な活動の程度の違いによって科学への学習意欲の形成に

違いが見 られ るか。

結果 学校における専門家招へいの理科学習,科 学博物館等を訪問して行 う理科学習,野

外での理科学習,理 科の課題研究の取組みと,児 童生徒が主体的に行 う理科の自由研

究は,い ずれ も科学への高い学習意欲 と関連 していることが明らかとなった。

[主な結果](詳 細については報告書『科学への学習意欲に関する実態調査』(2005)を参照のこと)

① 全国の児童生徒の科学への学習意欲は,全 体として,小 学生の時か ら学年 とともに低下 して

いた。ただ し,中 学校2年 か ら3年 にかけては,全 般的に意欲が高まっていた。
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② 「理科を学習すれ ば,身 のまわ りの自然や科学がわかる」や 「理科の学習が もっとよく分か

るようにな りたい」な どのように,多 くの児童生徒が概ね肯定的に回答する項 目が見られる

一方で
,「家庭や知 り合いにくわ しい人がいて,理 科について質問できる」や 「理科について

興味があることを自分で調べた り学習 している」などのように,多 くの児童生徒が否定的に

回答する項 目が数多く見 られた。

－98－



③ 「機械 の しくみを調べることに,興 味がある」や 「科学技術についてのニュースや話題に関

心がある」などのように,男 子の方が女子よ りも肯定的に回答する傾向のある項 目が数多く

見 られる一方で,「 病気の原因や直 し方について調べ ることに,興 味がある」や 「食べ るもの

が安全か どうかを調べることに,興 味がある」などのように,健 康や安全,身 のまわ りの自

然に関する項 目に対 して,女 子の方が肯定的に回答する傾向のある項 目も見 られた。
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④ 平成12年 度に行った中学生に対する全国調査の結果 と比較 して,同 一内容の26項 目の うち

の22項 目で,科 学への学習意欲が統計的に有意に高まってお り,低 くなった項目は無かった。
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⑤ 専門家を招へいした理科学習は,全 国的には小学生の約3割,中 学生の約2割,高 校生4)2

～3割 の児童生徒が 自分の学校で経験 したと回答 した。経験 した児童生徒の6～8割 は,「 とて

もよかった」などと肯定的に評価 し,そ の最大の理由を 「面白かった」とした。また,専 門

家招へいによる理科学習を経験 した児童生徒の方が,科 学への学習意欲について調査項 目の

大半で統計的に有意に高い傾向を示 した。
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⑥ 科学博物館等での理科学習は,全 国的には小学校で7～8割,中 学校で約5割,高 校で4～5

割の児童生徒が自分の学校で経験 したと回答 した。経験 した児童生徒の7～9割 が,「 とても

よかった」な どと肯定的に評価 し,そ の最大の理由を 「面白かった」 としている。また,特

に中学校 と高校で,科 学博物館等での理科学習を経験 した児童生徒の方が,科 学への学習意

欲 について調査 した数多くの項 目で統計的に有意に高い傾向を示 した。
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⑦ 野外での理科学習は,全 国的には小学校で8～9割,中 学校で約6割,高 校で4～6割 の児童

生徒が 自分の学校で経験 した と回答 した。経験 した児童生徒の7～8割 が,「 とてもよかった」

や 「わ りとよかった」と肯定的に評価 し,そ の最大の理 由を 「面白かった」としている。ま

た,特 に中学校 と高校で,野 外での理科学習を経験 した児童生徒の方が,科 学への学習意欲

にっいて調査 した数多くの項 目で統計的に有意に高い傾 向を示 した。
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⑧ 理科の課題研究は,全 国的には小学校で8割,中 学校で7～8割,高 校で6～7割 の児童生徒

が自分の学校で経験 した と回答 した。経験 した児童生徒の6～8割 が,「 とてもよかった」や

「わ りとよかった」と肯定的に評価 し,そ の最大の理由を 「面白かった」 もしくは 「よくわ

かった」 としている。また,理 科の課題研究を経験 した児童生徒の方が,科 学への学習意欲

について調査 した項 目の大半で統計的に有意に高い傾向を示 した。
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⑨ 理科の自由研究は,全 国的には小学校で約6割,中 学校で約7割,高 校で7～8割 の児童生徒

がこれまでに経験 したことが有ると回答 した。理科の自由研究を実施する児童生徒の割合は,

小学校低学年で1～2割,3年 で2割 程度,4年 で3割 程度 と増え,5年 以降中学校2年 までは

4割 程度 となる。中学校3年 以降は急激に減少する。中学校3年 時点では,生 徒一人当た りの

経験回数は2.9回 となってお り,自 由研究を通 した自主的な学的探究活動が広く普及 してい

ることがわかる。理科の自由研究を経験 した児童生徒の方が,科 学への学習意欲について調

査 した項目の大半で統計的に有意に高い傾向を示 した。
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⑩ 理科の 自由研究を経験 していない児童生徒にとって,そ の最大の理由は 「むずか しそ うだか

ら」で,「 どうした らよいかわか らなかったか ら」「興味がなかったから」 も主たる理由であ

った。過去 に理科の自由研究を経験 した児童生徒で,今 年度はそれを行わなかった理由につ

いては,「 時間がなかったか ら」で,「 しなくてもよかったから」も主たる理由であった。

(注)割 合は,各 学年で理科の自由研究を行ったことがない児童生徒数を母数としている

一方
,理 科の自由研究を経験 した児童生徒が,そ れを実行 した最大の理由は,小 学生では 「理

科の自由研究を したかったから」と「自分が 自由研究で調べてみたい事柄があったから」であ

り学年 とともに少な くなっていた。中学生から高校生にかけてr学 校やクラブの活動でするこ

とになっていたか ら」が主たる理由となっていた。

(注)割 合は,各 学年で理科の自由研究を行ったことがある児童生徒数を母数 としている
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⑪ 科学への学習意欲に関する意識の構成要素 として,「 科学や科学技術への関心」「生 きていく

上での理科の必要性」「観察実験活動への興味」「身近な問題の科学的解決への興味」「自分の

将来 と理科の関連性」「理科学習で身に付く力」「理科学習の非直接的効果」「科学技術発展の

大切 さ」とい う8つ の側面が見出され,そ れぞれの側面を変数 として,各 児童生徒の状態を

数量的に示 した。その結果,各 変数 ともに,小 学校5年 か ら中学校2年 にかけて平均値が低

下す る傾向が見 られた。 また,自 由研究を体験 し,学 校において専門家招へい学習と科学博

物館等訪問学習,野 外学習,課 題研究を経験することが,科 学の学習意欲に関す るこれ らの8

つの側面の高い平均値 と統計的に有意に関係 していることが示 された。

⑫ 専門家招へい学習,科 学博物館等訪問学習,野 外学習,課 題研究の取組みの程度には,学 校

間で大きなば らつきが見 られ,ま た,小 学校 よりも中学校で,中 学校 よりも高等学校で,こ

うした取組みがよ り少な くなっていた。理科の 自由研究を体験 している児童生徒 の割合 につ

いても,学 校間で大きくばらついているが,過 半数の児童生徒が理科の 自由研究を過去に体

験 したことがあるとい う学校の割合は,小 学校で5～6割,中 学校で7～8割,高 校で約9割

と増 えていた。

専門家招へい学習,科 学博物館等訪問学習,野 外学習,課 題研究の取組みの程度(問3～ 問6

に対する児童生徒の回答の平均)に 関する学校間のばらつき[数 値が小さいほど,活 動が頻繁]

⑬ 高校2年 までに履修 した科 目の中で,最 も多くの生徒が好きだった科 目として記入 したのは

「生物Ⅰ 」であり,逆 に,最 も多くの生徒が嫌いだった科 目として記入 したのは,「 化学Ⅰ 」

であった。高校3年 までに履修 した科 目の中で,最 も多 くの生徒が好きだった科 目として記

入 したのは 「生物IB」 であ り,逆 に,最 も多くの生徒が嫌いだった科 目として記入 したのは

「化学IB」 であった。このように,旧 教育課程 と新教育課程では同様な傾向が見 られた。高

校3年 までに履修 した科 目の中で,「 最 も好 きだった」科 目を記入 した生徒の科学への学習意

欲指標の平均値が高かったのは,「IB」 や 「Ⅱ」の付いた科 目で,そ の中でも物理Ⅱ が最も

平均値が高かった。
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5.考 察

科学の専門家や科学博物館等の協力を得た理科学習,野 外学習や課題研究を取 り入れた理科学

習,児 童生徒の理科の自由研究体験など,科 学への学習意欲を高める効果が期待できる。また,

その結果 として,高 等学校でより多 くの生徒が理科を選択するよ うになることも期待 される。

しか し,学校 にとって,こ うした理科学習を推進することが容易ではないことは明 らかである。

一般の学校がこ うした効果的な理科学習を推進することの困難 さについて
,学 校 にアンケー ト調

査 を実施 した結果,以 下の事情が把握できた。

・ 移動費用 と学習時間の問題

・ 安全性の確保の問題

・ 地理的に不利,近 隣に施設が無い

・ かつて教育セ ンターで学校巡回の支援プログラムがあったが現在は無い

・ 小中学生を惹きつける話 しができる専門家が少ない

・ 申請手続 きが面倒,情 報不足,研 修不足

・ 教育課程への位置づけが難 しい

・ 指導体制づ くりと教師の時間確保が困難

・ 器具,教 材費が無い

・ 生徒がIT情 報検索に慣れて安易な学習態度になっている問題

こうした困難を克服す るためには,学 校外か らの人的,財 政的支援が必要である。第5章 で報

告す るように,「理科大好きスクール事業」や 「スーパーサイエンスハイスクール事業」といった

財政的支援を受けた学校の児童生徒は,一 般学校 よりも高い頻度で効果的な理科学習を児童生徒

に提供できていた。子 どもたちの科学への学習意欲の改善は,学 校における課題 とい うよりも,

社会全体で対処すべき課題 と捉えることで,よ り有効な取組みが実現すると考えられる。

－108－



国立教育政策研究所 ・平成16年 度科学学響奮識調 査(調査票｜－ 小学生用)

みな

この ア ンケー トは.学 校 で 学 ぶ 理科 を もっ と よ くす る ため に 。小 学 生 の 皆 さん が 。理 科 の
かが くぎじゅつ せいかい

勉 強 や 科 学技 術 に対 して どの よ うに 感 じて い るか を調 べ る ため の もの で す。 正 解 は あ りま
かいとう

せ んか ら。考 え こ まな いで,感 じた ま ま を回 答 して くだ さい 。

問1.あ な た の学 年 と性 別 を○ で 囲 ん で くだ さい。 小 学校(56)年(男 子 女 子)

ニ う も くもっ と

問2.各 項 目 につ いて,あ な たの 考 えに最 も近 い番 号 をか っ こか ら ～つ選 び,○ を して 下 さい。

こと

例 えば,あ な たの考 えが 「ま った く異 なる」 とき には,1に ○ を します 、

じゅけん じゅうよう
(1）理 科 を学ぶ こ とは,交 験 に関 係無 くて も璽 要 だ。

ま
っ

た

く
そ

の
通
り

や
や
そ
の
通
り

ど
ち

ら

で
も

な

い

や
や
異
な
る

ま

つ
た
く

異
な

る

（ 54321)

やく

(2)理 科で 学ぶ こ とに,役 に立っ もの は 多い と思 う。 （5 4321)

や く

(3)理 科 で学 ぶ ことに。役 に立 たない もの は 多い と思 う。 (54321)

(4)あ る程度 の理科 は,大 人 に な るまでに学 習 してお きたい。 (54321)

こま

(5)学 校 で理科 を学 ぱな くて も。生 きてい くのに は困 らない。 (54321)

そん

(6)理 科 がわか らない と,社 会に 出て か ら損 をす る。 (54321)

（7)社 企 に出 た ら,理 科 は必要 無 くな る。 (54321)

(8)理 科 を学習 すれば、 身の まわ りの 自然 や科 学がわ か る。

（54321）

(9)理 科 を学習 すれば,
きじ

自然や科 学 のニ ュースや新 聞記 事が わか る。

べんり

（10)理 科 を学留 すれば,生 活が よ り便 利 にな る。

(54321)

(54321)

（12）理科 を学習す れば,よ り健康 に 生活で き る, (54321)

（12)理 科 を学智す れば,よ りお金 持 ちにな る。 （5 4321）

かんきょう はかい

(13)理 科 を学習す れば,自 然や地 球 環 境 を破壊 しない 人 にな る。 (54321)

(14)理 科 を学習 す れば,悪 い人 にだ ま され な くな る。 (54321)

ぎもん

（15)理 科 を学轡す れば,疑 間 を解 決 した り予 想 を確 かめ る力 がつ く。 (54321)

(16)理 科 を学習す れば,新 しい物 を作 った り発 見 した りす る力 がつ く。 (54321)

っ た

(17)理 科 を学習す れば,自 分 の考 えを人 に伝 え る力 がつ く。 (54321)

（18)理 科 の学 習は 。好 きだ。 (54321)

じゅけん かんさつ

G9)理 科 の実験 や観察 は.好 き だ◎ (54321)

じゅ けん

(2σ)理科 でわ ざわ ざ実験 を しな くて も,結 果 を教 えて くれれ ばよい。

（54321）

キらむ り

(21）理科 が嫌 いな人 は,無 理 に理科 を学 ば な くて もよい。 (54321)
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(22)私 は,大 人 にな って理科 が関係 す る仕 事 をす るか も しれない。

し ょ うら いすす

(23)将 来 進 む道 を決 め るため に,理 科 を学 ぶ必要 が ある。

(24)理 科 を学習 す れ ば。
だれ きづ

これまで誰 も気付かなかった発見をする人が

出 て くるか も しれな い。

(25)生 物 や 地球 を守 るに は。科学 やテ クノ ロジー の発展 が必 要 だ。

(26)平和 な社 会づ くりに は,科 学 や テク ノロ ジー の発展 が必要 だ。

しょ うら い

(27)私 は、 自分 が 将 来 何 を して生 き ていき たいのか考 えて いない。

お も しろ

(28)理 科の 学習は 面 白い 。

(29)理 科の 学習 が もっ とよ く分 か るよ うに な りたい。

(30)学 校で 学 習す るよ りも 、理科 をもっ と くわ しく学習 したい,

こ

うどか んさつ じっけん

(3D学 校で 学 習す るよ りも。商度 な理科 の観 寮や実 験 を したい。

しっ もん

(32)家 庭や 知 り合 い に くわ しい人 がい て.理 科 について 質問で きる、

き ょ うみ

(33)理 科 にっ いて興味 が あ ること を自分 で調べ た り学留 した り してい る。

き ょ うみ

(34)興 味 があ る こと を自分 で調べ た り学 習 した りす るた めの時間 が無い。

きょ うみ ニと

(35)自 分 で調べ た り学習 したい と思 う零 うな興 味 のあ る事 が ちが無 い。

ばんぐみ

(36)テ レビで,理 科 に関係 す る番組 をよくみ る方 だ.

ざ っ しぶ ん しょ う

(3ワ)新聞や 雑誌 や本 で.理 科 に関係 す る文 章 をよ く読 む方 だ。

か が く ぎ じゅ つ か ん しん

(38)科 学技 術 にっ いての ニ ュー スや話題 に関心 が あ る、

か が く しゃ ぎ じゅつ しゃ

(39)科 学考 や技術 者 の話 しを聞いてみ たい。

き か い き ょ うみ

(菊)機 械 の しくみ を調べ ることに,興 味が ある。

みぶっ しツ せ い し ウ き ょ うみ

(4D身 の まわ りの物 質の 性質 を調 べ る ことに,興 味 があ る。

どうしょくぶつ かんきょよう きょうみ

(42)動 植 物 の 生 き 方 や その 環 境 を調 べ る こ と に,興 味 が あ る。

ち きゅ う う ちゅ う き ょうみ

(紹)地 球 や 字宙 が どの よ うに でき たか を調べ ることに,興 味が ある。

じしんた いふう ひがい ふせきょ うみ
(嘱)地 震や 火山や 台風 の被 害 を どう防 ぐか に,輿 味が ある。

げんいん なお きょうみ

(45)病 気の原 因や 直 し方 につい て調 べ るこ とに,輿 味が あ る。

あんぜん きょうみ(46)食べ るも
のが 安全 か ど うか を調 べ るこ とに.興 味が あ る。

せん しゅ うんど う きょ うみ

(47)す ぐれ た スポ ー ツ選 手 の運動 を調 べ るこ とに.輿 味 があ る。
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せんもんか

かがくぎじゅつ

おとず

問3.こ れ まで,理 科 の専 門家(科 学や 科 学 技術 の 仕事 や 研 究 を して い る人)が あ な たの 学校 を 訪 れ て,

理 科 につ いて 話 して くれ る ことが あ りま した か。 どれ か1つ に○ を して くだ さい。

1よ くあった 2と きど きあ った 3め ったにな か った 4ま った くなか った

1か2か3を 選 ん だ人 は次 の質 問に も答 えて ください。4を 選 んだ人 は問4に 進 んで下 さい。

☆ あなた は,理 科 の専門家 の話 しを聞い て よか ったで すか。 どれ か1つ に○ を して くだ さい。

1と てもよか った 2わ りとよか った 3あ ま りよ くな かっ た 4全 くよ くな かった

☆ その理 由は ど うしてで すか。 あ ては まる もの すべ てに○ を して ください、

おも しろ

1面 白かった

5面 白 くなか った

2よ くわ かった

6よ くわから なか った

かがくかんかがくはくぶつかん

3役 に立つ

7役に立たない

ぎじゅつ

4理 科 が よ り好 きに な った

8理 科 が よ りきらい にな った

てん じ

問4.あ な たの学 校 の活動 で 。科 学 館 や科 学博 物館 な ど(科 学 や 技術 につ い て の展示 を見 た り学習 で き

し せ ッ

る施 設)に 出か け て,理 科 につ い て学 習 す るこ とが あ りま したか 、 どれ か1つ に○ を して くだ さい 。

1よ くあ った 2と きどきあ った 3め ったにな か った 4ま っ た くな 珍、っ た

1か2か3を 選 んだ人 は次の 質問 に も答 えて くだ さい。4を 選 んだ人 は問5に 進 んで下 さい。

かがくかん かが くはくぶつかん

☆あなたは,科 学舘や科学博物館で理科 を学習して よかったですか。

1と てもよかっ た 2わ りとよかっ た

どれか1つ に○ を して ください。

3あ ま りよ くなか った 4全 くよ くなか った

☆ その理 由は ど うしてです か。あ ては ま るものすべ てにOを して くだ さい。

1面 白か った

5面 白 くなか った

2よ くわ か った

6よ くわ か らなか った

3役 に立つ

7役に立 た ない

4理 科が よ り好 きに な った

8理 科が よ りきら い にな った

やがい

間5.あ な たの 学校 の 活動 で,野 外(学 校 外 の 野 山や 川 、海,湖,田 畑 な ど,生 き物 や 自然 に出会 え る

場所)に 出か けて 。理 科 に つい て 学習 す る こ とが あ りま した か。 ど れか1つ に○ を して くだ さい。

1よ くあ った 2と きどきあ った 3め ったに なか った 4ま った くなか った

1か2か3を 選 んだ人 は次の 質問 に も答 えて くだ さい。4を 選 ん だ人 は問6に 進ん で下 さい。

☆ あなたは,野 外で理 科 を学 習 して よか ったです か。 どれか1つ に○ を して くだ さい。

1と て もよか った 2わ りとよか った 3あ ま りよ くなか った 4全 くよ くなか った

☆ その理 由 は どう してです か。 あて はま る ものすべ てに○ を して くだ さい。

1面 白か った

5面 白 くなかっ た

2よ くわか った

6よ くわか らなか った

3役 に立つ

7役に立たない

4理 科が よ り好 きにな った

8理 科 が よ りきらい にな った

くふ うぎ もんかんきつ じっけん

問6.あ な たは,学 校 の授 業 で理 科に 関 す る研 究(観 察や 実験 の方 法 を工 夫 して疑 問 を調 べ、 わ か っ た

こ と を発 表 したりレ ポー トにす る学 習)を す る こ とがあ りま したが。 ど地 か1つ に○ を して くだ さい 。

1よ くあった 2と き どきあ った 3め った になか った 4ま った くなか った

1か2か3を 選 んだ人 は次の質 問 に も答 えて くだ さい。

☆ あな たは,理 科 に関す る研究 を い てよか ったです か。 どれか1っ に○ を して ください。

1と て もよかっ た 2わ りとよか った 3あ ま りよ くな か った 4全 くよ くなか った

☆ その理由 は ど うしてで すか。 あて は まる もの すべ てに○ を して ください。

1面 白か った

5面 白 くな か った

2う ま くで きた

6う ま くで きなか った

3役 に立つ

ワ 役に立たない

4理 科が より好 きにな った

8理 科 が よ りきらい に なった

－111－



じ ゆ う け ん きゅ う

こ のペ ー ジで は,「 理 科 の 由 由 研 究 」 につ い て質 問 します。 こ こで の 「理 科 の 自 由研 究」 は。 主 に
ぎも ん

授業以外の時間 を使って,学 校や 家庭などで 、自分が出会 った もの ごとや生 き物への疑 問を調べ るた

かんさつ

じっけん

ろんぶん

め に 。自分 で観 察や 実 験 をお こな い,わ か った結 果 を レポー トや論 文 な どに ま とめ'て,学 校や コ ンテ

ス トな どに 出 す こ とで す。学校 の 授業 で理 科 の 白由研 究 をす るこ と にな って い た り,ク ラブ 活動 と し

て行 った り した場 合 も含 まれ ま す。

じゆ うけんきゅう

問7.こ の 問 い は,今 まで に理 科 の 自由 研 究 を した こ とがな い人 が 答 えて 下 さい 。

（1)理 科 の 自由研究 を した ことがな い理 由 と して,次 の うちであ ては まる もの すべ てにOを して くだ さい、

①理 科 の自由 研 究 につ い て知 ちなか った

④ どう した らよい かわ か らな かっ たか ら

⑦まわ りにす る友 だちが いな か ったか ら

かんさつ じりけん

⑩使いたい観察や実験の道具が無いから

じゅ けん

⑫受験に関係 しないだろうから

しょ う

⑭ 賞 が もらえそ うにないか ら

②むずかしそうだか ら

き ょ うみ

⑤興味 が無かっ たか ら

だいご

⑧大事なことでないから

③時聞 が無か った か ら

⑥理科 は好 きでない か ら

⑨しな くて もよか ったか ら

しょうらい
⑪ 将 来.理 科 が関様 す る仕事 を しない だろ うか ら

ニと

⑬自分が自由研究で調べてみたい事がらがなかウたから

じ ゅく いそ が

⑮ 塾 の勉強で 忙 しいから ⑭その他

じゆうけ ん き ゅう

問8.こ の 間 い は,今 まで に理 科 の 自由 研 究 を した ことが あ る人 が答 えて下 さい。

（1）理 科 の自 由研究 を したすべ ての学 年 にOを して ください。

(1年2年3年4年5年6年)

(2)も っ とも最近 にお こな った理科 の 自由研 究 を した理 由 と して,次 の うちで あては まる もの すべて に○

を してくだ さい。

①理 科の 自由研 究 を したか っ たか ら ②親にすすめられたから

ニ と

④ 自分 が 自由研 究で調 べ ーてみ たい 事が らが あっ たか ら

⑥ 学校や クラブの活動 で、 す るこ とに な って い たか ら

しょうらい⑧ 将 来、 理 科
が関係す る仕事 をす るか も しれ ないか ら

じ ゅけ ん

⑩受験に関係するかもしれないから

③先生にすすめられたから

だい じ

⑤理科の自由研究は大事なことだか ら

⑦まわ りにする友だちがいたから

しょ う

⑨ 賞 が もらえるか も しれ ないか ら

かんさつ じっけん

⑪使いたい観嬢や爽:験の遭具があったか ら

⑫ まわ りに理科 に くわ しい人 がい て手伝 って くれ たか ら

(3)今 年 度,理 科 の 自由研 究 を しな か っ た人 は.そ の理 由 と して.次 の うちであ ては ま るものすべ て に

○を して ください。

①むずか しいから

きょうみ

④興味が無かったか ら

②時間が無かったから

だ

いじ

⑦大事 なことでないから

③ ど うしたらよい かわか らなか ったか ら

⑤理科が好きでないから ⑥まわりにする友だちがいなかったから

⑧ しな くて もよか ったか ら

しょ うら い

⑩将 来,理 科が関係す る仕事 をしないだろうから

かんさつ じっけん

⑨使いたい観察や実験の遊異が無いから

じゅけん

⑪受験に関係 しないだろうか ち

ニ と

⑫自分が自由研究で調べてみたい事が らがなかったから

じゅく いそが⑭ 蟄
の 勉強 で 忙 しいか ら ⑮その他

しょう

⑬ 賞 が も らえそ うにない か ら
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第5章 スーパー サ イエ ンスハ イス クール ・理科 大好 き

スクールを対象とした科学への学習意欲に関する実態調査

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.目 的

(1)「理科大好きスクール事業」に参加 した小中学校児童生徒の科学への学習意欲は全国平均 と

比べて異なるか。

(2)「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事 業」に参加 した高校生の科学への学習意欲は全国

平均 と比べて異なるか。

(3)学 校での学習活動や児童生律の自主的な活動の程度の違いによって科学への学習意欲の形成

に違いが見られるか。

2。 調査対象者

A。 特定実施群:「 理科大好きスクール事業」参加児童生徒

平成15年 度から2年 間,「 理科大好きスクール事業」の指定を受 けた小 ・中学校の小学校5年

か ら中学校3年 までの事業への参加児童生徒を母集団 とし,各 学校で学級単位に無作為に抽出さ

れた標本集団。調査を実施する学級は,各 学年で無作為に2学 級 を指定。

B.特 定実施群:「 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事 業」参加生徒

平成14年 度から3年 間,「SSH事業 」の指定を受けた高等学校の全学年の事業への参加生徒を

調査対象。

C.特 定非実施群:「SSH事 業」指定校で,事 業に非参加の生徒

上記「SSH事 業」の指定校において,SSH事 業の全般に参加 していない生徒を母集 団とし,各 学

校で学級単位に無作為に抽出された標本集団。調査を実施する学級は,各 学年で無作為 に2学 級

を指定。

及び,

D.比 較対象 として全国標本による調査(第4章 を参照のこと)

全国の公立の小 ・中学校,及 び高等学校全 日制普通科の小学校5年 から高等学校3年 までの児

童生徒を母集団とし,無 作為に抽 出された標本集団。単純無作為抽 出された学校にて各学年で無

作為に1学 級を指定。(標 本規模:約2万1千 人)

3調 査方法

学校への郵送による多肢選択式の質問紙調査。調査票は省略。

平成16年12月 ～平成17年1月 に実施。
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4.回 収結果と標本規模

学校側の事情により調査を実施できなかった中学校1校 を除くすべての指定校から調査票が回

収 された(小 学校が105校(回 収率100%),中 学校61校(回 収率94%),高 等学校26校(回 収

率100%),合 計192校)。 実施した児童生徒数は,特 定実施群 と特定非実施群を合わせて約3万

人である。各学年別の調査実施の児童生徒数は次の表の通 りである。

表 学年別の調査実施の児童生徒数
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5.調 査結 果

目的(1)「 理科大好きスクール事業」に参加 した小中学校児童生徒の科学への学習意欲は全国

平均 と比べて異なるか。

結果 科学への学習意欲に関す る一部の質問項目で,全 国平均よりも肯定的に回答する傾

向が見られた。専門家を招へいした理科学習の実施など,指 定校における教育活動の

程度の違いによって,児 童生徒の科学への学習意欲の程度に違いが見られ,活 動頻度

の高い学校の児童生徒は,科 学へのより高い学習意欲を示す傾向が見 られた。

目的(2)「 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事 業」に参加 した高校生の科学への学習意欲

は全国平均 と比べて異なるか。

結果 全学年を通 じて,科 学に対 して全国平均よ りも顕著に高い学習意欲を示 してお り,

かつ,SSH指 定校内の事業非参加の生徒よ りも科学への高い学習意欲を示 していた。

また,専 門家を招へい した理科学習や課題研究の実施など,指 定校における教育活動

の程度の違いによっても,生 徒の科学への学習意欲の程度に違いが見られた。

目的(3)学 校での学習活動や児童生徒の自主的な活動の程度の違いによって科学への学習意欲

の形成 に違いが見 られ るか。

結果 学校における専門家招へいの理科学習,科 学博物館等を訪問 して行 う理科学習,野

外での理科学習,理 科の課題研究の取組み と,児 童生徒が主体的に行 う理科の自由研

究は,い ずれ も経験ある児童生徒の方が,経 験無い児童生徒よりも科学への高い学習

意欲を示 していることが明らかとなった。この傾向は全国標本の調査結果 と共通 して

お り,「理科大好 きスクール事業」と「SSH事 業」に参加 した児童生徒は,こ れ らの学

習を,全 国平均よりも高い頻度で経験 していた。

[主な結果](詳 細については報告書『科学への学習意欲に関する実態調査:スーパーサイエンスハイ

スクール ・理科大好きスクール対象 調査結果報告書』(2005)を参照のこと)
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① 「理科を学習すれば,疑 問を解決 した り予想を確かめる力がつ く」かに関する児童生徒の回答

傾向

回答傾向を平均値で比較すると,特 定実施群の児童生徒の うち,「理科大好 きスクール事業」参

加の小学生 と 「SSH事 業」指定の高校生(特 定実施群及び特定非実施群)の 平均値は,全 国標本

の平均値 よりも,有 意に高かった。

特定実施群の児童生徒の うち,「学校における専門家招へいの理科学習」,「科学博物館等を訪問

して行 う理科学習」,「腎外での理科学習」,「理科の課題研究」の4種 類の教育活動の頻度が総合

的に高い学校の児童生徒(グ ラフ中の 「高頻度取組群」)については,中 学校段階も含めて,す べ

ての学校段階において,全 国平均よ りも,有 意に高い平均値を示 した。

全国平均 と同様,特 定実施群 も,小 学校5年 から中学校2年 にかけて,学 年 とともに,肯 定的

な意識が低下 し,中 学校3年 でやや高まる傾向が見られた。

（15)理 科を学習すれば,疑 問を解決したり予想を確かめる力がつく。
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② 「科学者や技術者の話 しを聞いてみたい」かに関する児童生徒の回答傾向

回答傾向を平均値で比較すると,特 定実施群の児童生徒の うち,「理科大好きスクール事業」参

加の小学校5年 生と「SSH事 業」指定の高校生(特 定実施群及び特定非実施群)の 平均値は,全

国標本の平均値よりも,有 意に高かった。

特定実施群の児童生徒の うち,「学校における専門家招へいの理科学習」などの4種 類の教育活

動の頻度が総合的に高い学校の児童生徒(グ ラフ中の 「高頻度取組群」)については,小 学校5年

に加 えて,中 学校1年 と3年 においても,全 国平均 よりも,有 意に高い平均値を示 した。

全国平均 と同様,特 定実施群 も,小 学校5年 から中学校2年 にかけて,学 年 とともに,肯 定的

な意識が低下し,中 学校3年 でやや高まる傾向が見 られた。
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③ 「学校で学習す るよりも,理 科 をもっとくわしく学習 したい」かに関する児童生徒の回答傾

向

回答傾 向を平均値で比較すると,特 定実施群の児童生徒のうち 「理科大好 きスクール事業」参

加の小学校5年 生 と中学校2年 生,「SSH事 業」指定の高校生(特 定実施群及び特定非実施群)の

平均値は,全 国標本の平均値 よりも,有 意に高かった。

特定実施群 の児童生徒の うち,「学校 における専門家招へいの理科学習」などの4種 類の教育活

動の頻度が総合的に高い学校の児童生徒(グ ラフ中の 「高頻度取組群」)に ついては,小 学校5年

生 と中学校2年 生に加えて,中 学校3年 においても,全 国平均 よりも,有 意に高い平均値 を示 し

た。

全国平均 と同様,特 定実施群も,小 学校5年 から中学校2年 にかけて,学 年 とともに,肯 定的

な意識が低下 し,中 学校3年 でやや高まる傾向が見られた。
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④ 「私は,大 人になって理科が関係する仕事 をするかもしれない」かに関する児童生徒の回答

傾向

回答傾向を平均値で比較すると,特 定実施群の児童生徒の うち,「SSH事 業」指定の高校生(特

定実施群及び高校2年 以外の特定非実施群） の平均値 は,全 国標本の平均値よりも,有 意に高か

った。 「理科大好きスクール事業」参加の児童生徒の平均値 は,全 国平均 と,い ずれの学年で も有

意な差は見られなかった。

特定実施群の児童生徒のうち,「学校における専門家招へいの理科学習」などの4種 類の教育活

動の頻度が総合的に高い学校の児童生徒(グ ラフ中の 「高頻度 取組群」)については,小 学校5年

と6年 の児童において,全 国平均よりも,有 意に高い平均値 を示 した。
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⑤ 「これまで,理 科の専門家があなたの学校を訪れて,理 科 について話 してくれることがあり

ま したか」

特定実施群の児童生徒は,全 国標本 よりも高い頻度で,理 科の専門家を招へいして行 う理科学

習を経験 している。経験 した児童生徒の うち,「理科大好きスクール事業」参加の小学生で8～9

割,中 学生で約7割,「SSH事 業」参加の高校生で7～8割 と高い割合の児童生徒が,「 とてもよか

った」や 「わ りとよかった」 と肯定的に評価 している。理科の専門家を招へいして行 う理科学習

肯定的に評価 した理 由としては,「理科大好きスクール事業」参加の小学生では 「面白かった」と

「よくわかった」が最 も多く,中 学生 と「SSH事 業」参加の高校生では 「面 白かった」が最 も多

い。

専門家招へいによる理科学習を経験 している児童生徒の方が,経 験 していない児童生徒よ りも,

高い科学への学習意欲を示す傾 向が見られた。この傾向は,全 国標本の結果 と共通 している。

[特定実施群の結果:頻 度]

[特定実施群の結果:評 価]

[特定実施群の結果:肯 定的評価の理由]
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⑥ 「あなたの学校の活動で,科 学館や科学博物館など(科 学や技術にっいての展示 を見た り学

習できる施設)に 出かけて,理 科について学習することがありま したか」

特定実施群の児童生徒は,全 国標本よ りも高い頻度で,科 学館や科学博物館での理科学習を経

験 している。経験 した児童生徒のうち,「 理科大好きスクール事業」参加の小学生で約8～9割,

中学生で7～8割,「SSH事 業」参加 の高校生で約8割 と高い割合の児童生徒が,「 とてもよかった」

や 「わ りとよかった」と肯定的に評価 している。科学館や科学博 物館での理科学習を肯定的に評

価 した理由としては,「 面白かった」が最も多い。

科学館や科学博物館での理科学習を経験 している児童生徒の方が,経 験 していない児童生徒よ

りも,高 い科学への学習意欲 を示す傾向が見 られた。 この傾 向は,全 国標本の結果 と共通 してい

る。

[特定実施群の結果]

[特定実施群の結果:評 価]

[特定実施群の結果:肯 定的評価の理 由]
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⑦ 「あなたの学校の活動で,野 外(学 校外の野 山や川,海,湖,田 畑な ど,生 き物や 自然に出

会える場所)に 出かけて,理 科について学習することがあ りま したか」

野外に出かけて行 う理科学習の経験については,特 定実施群 と全国標本の児童生徒は,と もに

同 じ程度経験 している。経験 した児童生徒の うち,小 学校で8～9割,中 学校で約7割,高 校で7

～8割 と高い割合の児童生徒が,「 とてもよかった」や 「わ りとよかった」と肯定的に評価 してい

る。野外に出かけて行 う理科学習を肯定的に評価 した理由としては,「 面白かった」が最 も多い。

専門家招へいによる理科学習を経験 している児童生徒の方が,経 験 していない児童生徒よりも,

高い科学への学習意欲を示す傾向が見 られた。この傾向は,全 国標本の結果 と共通 している。

[特定実施群の結果]

[特定実施群の結果:評 価]

[特定実施群の結果:肯 定的評価の理由]
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⑧「 あなたは,学 校の授業で理科 に関す る研究(観 察や実験の方法を工夫 して疑問を調べ、わ

かったことを発表 したりレポー トにす る学習)を することがありましたか」

特定実施群の児童生徒は,全 国標本 よりも高い頻度で,理 科の課題研 究を経験 している。経験

した児童生徒のうち,「理科大好きスクール事業」参加の小学生で約8割,中 学生で約7割,「SSH

事業」参加の高校生で約7割 と高い割合の児童生徒が,「 とてもよかった」や 「わ りとよかった」

と肯定的に評価 している。理科の課題研究を肯定的に評価 した理 由としては,瞳 科大好きスクー

ル事業」参加の小中学生では 「面 白かった」 と 「よくわかった」が同じくらい最 も多く,「SSH事

業」参加の高校生では 「面 白かった」が最 も多い。また,「役に立つ」 という理由も多い。

理科の課題研 究を経験 している児童生徒の方が,経 験 していない児童生徒よりも,高 い科学へ

の学習意欲を示す傾向が見られた。 この傾向は,全 国標本の結果 と共通 している。

[特定実施群の結果]

[特定実施群の結果:評 価]

[特定実施群の結果:肯 定的評価の理由]
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⑨ 理科の 自由研究の経験:

特定実施群における児童生徒で,理 科の自由研究を体験 している割合は,小 学校5年 ですでに

7割 近 くに達 してお り,中 学生では約8割 となる。それぞれ,全 国標本の割合 よりも1割 程度高

い割合である。理科の自由研究を行 う学年については,ま だ 「理科」を学習 していない小学校低

学年で も1～2割 の児童が行い,小 学校3年 で2～3割 程度,4年 で3～4割 程度 と割合が増 え,「理

科大好きス クール事業」参加の児童生徒では,小 学校5年 以降中学校2年 までは4～6割 程度の児

童生徒が理科の 自由研究を行っていることがわかる。「SSH事 業」参加の高校生は,中 学校の時に

理科の自由研究を行 った生徒の割合は,2～4割 と高くない。中学校3年 以降は理科の自由研究を

行 う生徒の割合は急激に小 さくなっている。

理科の 自由研究を体験 している児童生徒が,よ り高い科学への学習意欲を示す傾向が見 られた。

この傾 向は,全 国標本の結果 と共通 している。

[特定実施群の結果]

[全国標本の結果]
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児童生徒一人当た りの理科の 自由研究を行った回数(学 年数)に ついては,「理科大好きスクー

ル事業」の実施群は全国標本の児童生徒 よりも,よ り多 くの回数 となってお り,義 務教育終了の

中学校3年 の段階で,平 均0.9回,全 国標本の平均回数を上回っていることがわかる。「SSH事業」

の実施群でも,高 校3年 の毅階では,平 均0.6回,全 国標本の平均回数を上回っている。

[特定実施群の結果]

[全国標本の結果]

また,特 定実施群で理科の自由研究を行ったことがない小中学生のうち,そ の理 由として,最

も高い割合で選択された ものは,「むずか しそ うだか ら」と 「興味が無かったか ら」であ り,「 ど

うした らよいかわからなかったか ら」も高い割合である。 こうした傾向は,全 国標本 と共通 して

いる。特定実施群の高校生については,「興味が無かったか ら」と 「しなくてもよかったから」が

最 も高い割合で選択されてお り,と の 傾 向についても,全 国標本 と共通 している。
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⑩ 学校 間での取組みのばらつき

「学校における専門家招へいの理科学習」,「科学博物館等を訪問 して行 う理科学習」,「野外で

の理科学習」,「理科の課題研究」の4種 類の教育的取組みの頻度(質 問票の問3～ 問6に 対す る

児童生徒の回答)を,学 校 ごとに平均値で比較すると,こ れ らの取組みの程度が,学 校間で大き

くばらついていることがわかる。

4種 類の取組みの平均値 を合計 した学校平均値が10.0以 下の場合を 「高頻度取組群」,10。0よ

り大きい場合 を 「低頻度取組群」とに分けて,科 学への学習意欲に関する児童生徒の回答傾向を

比較す ると,「高頻度取組群」の児童生徒の方が,「 低頻度取組群」の児童生徒 よりも,科 学への

高い学習意欲を示す傾 向が見 られた。

4種 類の教育的取組みの程度に関する学校平均値の分布

注 各 問へ の回答 「よ くあ った」 「とき どきあった」「めった になかった」「まった くなかった」を

それぞれ1,2,3,4と 数値化 した ものの合計 であ るので,平 均値 が低 い ほど 間3～ 問6の 取組

み の頻度 が 高い学校 と考 え る。
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⑪「SSH事 業」に参加 した生徒による事業の評価

A.「SSHに 参加 したことで,科 学全般の学習に対する興味 ・関心 ・意欲が増した」かに関する生

徒の評価傾向

「まったくその通 り」ない しは 「ややその通 り」 と回答 した生徒の割合は,約6割 である。平

均値で回答傾向を比較すると,高 校1年 が最 も高く,3.71で ある。

各指定校の学年ごとに平均値を算出して,平 均値の範囲ごとに学校数をくらべると,平 均値が

4.0を 超 えた学校／学年が28学 校／ 学年(39%)あ る一方で,よ り多 くの生徒が否定的に回答 した

ことを意味す る平均値が3.0以 下の学校/学 年は3学 校／ 学年(4%)と わずかだった。

肯定的 に回答 した生徒の割 合は,「 高頻 度取組群 」では全体 で62%,「 低頻度 取組 群」で は全体

で44%と 約18パ ーセ ン トポイン トの違 いが見 られた。 その差 は,高 校3年 で最 も大 き く,約33

パー セ ン トポイ ン トの差 とな って いた。
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B.「 私はSSHに 参加 してよかった」かに関する生徒の評価傾向

「まった くその通 り」 ない しは 「やや その通 り」 と回答 した生徒 の割合 は,約6割 である。 平

均 値で 回答傾 向 を比 較す る と,高 校1年 が最 も高 く,3.84で あ る。

各指定稼の学年 ごとに平均値を算出して,平 均値の範囲ごとに学校数をくらべると・平均値が

4。0を超 えた学校／ 学年が38学 校／ 学年(54%)あ る一方で,よ り多くの生徒が否定的に回答 した

ことを意味する平均値が3.0以 下の学校／学年は4学 校/学 年(6%)に 止まった。

肯定的に回答 した生徒の割合は,「 高頻度取組群」では全体で65%,「 低頻度取組群」では全体

で45%と 約20パ ーセ ン トポイン トの違いが見 られた。その差は,高 校3年 で最 も大きく,約36

パーセン トポイン トの大きな差 となっていた。
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C.「 あなたがSSHプ ログラムの参加にあたって,困 ったことは何ですか」に関す る生徒の回答

SSH事 業に参加 して困ったこととして,最 も多くの高校生が選択 した事項は,「 レポー トな ど

提出物が多い」である。

D.rSSHに よってどの部分が身についた と思いますか」に関する生徒の回答

SSH事 業に参加 して身についた事柄 として,最 も多 くの高校生が選択 した事項は,「 未知の事

柄への興味(好 奇心)」,「文章や レポー トを作成する力」である。 「真実を探 って明らかにしたい

気持ち(探 究心)」 や 噛 分か ら取 り組も うとする姿勢(自 主性)」,「挑戦 しようとす る姿勢(や

る気)」,「プ レゼンテーションす るカ」についても選択 した生徒が多い。
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E.「 あなたが参加 してよかった と思 う」SSH事 業に関する生徒の回答

SSHに 参加 してよかったと思 う事業 として,最 も多 くの高校生が選択 した事項は,「 一般の高

校で習 うのとは異なる理科や数学の授業 内容」と 「大学や研究機 関の専門家による特別講義や実

験 ・実習」である。次いで,「最先端の研究や技術開発を している科学者や技術者の講演会やシン

ポジウム」の選択者が多 く,高 校3年 生の回答では 「個人や班で行 う自主的な研究活動(課 題研

究)」 と 「大学や研究所,企 業,科 学館等での見学や学習教室への参加」の選択割合 も高くなって

いる。

F.「 大学で専攻 したい分努」に関する生徒の回答

「 SSH事 業」参加の生徒は,ほ ぼ全員が大学に進学する予定である。大学で専攻 したい分野を

複数選択可で選択 させた結果,高 校3年 生では,「 工学系(情 報工学以外)」 が最も多 く27%,次

いで,「 理学系(数 学以外)」 と 「医歯薬学系」が同程度で22～23%で あった。
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G.「 あなたは,将 来,科 学技術に関連する研究者や技術者にな りたいと思いますか」及び 「科学

技術に関連す る研究者や技術者にな りたい と思わない主な理 由」に関する生徒の回答

「SSH事 業」参加の生徒は,全 体の約44%の 生徒が将来,科 学技術に関連する研究者』や技術

者になりたいと思 うと答え,残 りの56%の 生徒の6割 以上が,研 究者や技術者にな りたいと思わ

ない理由として 「他に,も っとなりたい職種があるから」を選択 した。約3割 の生徒 は,「興味が

ない職種だから」を選択 した。
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6.考 察

本調査結果か ら,特 にSSH事 業に参加 した生徒たちは,科 学に対 して全国平均 よりも顕著に高

い学習意欲を有 していることは明らかである。それは,SSH事 業がそのような生徒のためによ り

発展 した理数の学習機会を与える場 として提供 されていることか ら,も ともと科学への学習意欲

の高い生徒が参加 しているか らと考えられる。 しか し,本 調査結果は,学 校の教育活動 として,

専門家招贈の理科学習,科 学博物館等を訪問 して行 う理科学習,野 外での理科学習,及 び,理 科

の課題研究の取組みが重視 されている学校の生徒は,よ り科学への学習意欲が高いことを示 した。

このことは,SSHや 理科大好 きスクール といった特定の科学教育振興事業が,生 徒の科学への学

習意欲 を高めることに寄与していることとともに,事 業の内容によっては,そ の効果に差が出る

ことを意味 じてい る。実際に,学 校単位の比較では,専 門家招聰の理科学習など取組みの頻度 に

学校間で差が見られることが,生 徒によるSSH事 業の評価の程度 と関連 していることが示 された。

今後,SSH事 業が,科 学への高い学習意欲を有する生徒を高等教育により多 く送 り出すものと

なるためには,一 人ひとりの生徒に,よ り充実 した取組みが提供 されることが必要である。 しか

しなが ら,財 政的人的 リソースの点で,提 供できる取組みには限界がある。そこで問題 となるの

が,対 象 となる生徒の適性規模 と提供 される取組みの程度 との関係である。また,同 程度の リソ
ースで,よ り効果的な取組みを行 うことも必要である。この点は,一 般の小中学校を対象とした

理科大好 きスクール(現 在では理数大好 きモデル地域事業)等 の特定事業においても,効 果を上

げる上では重要な要因であると考えられ る。

また さらに,SSH事 業の参加生徒の過半数が,将 来,科 学技術に関連する研究者や技術者にな

りたい と思っていない という結果は,た とえSSH事 業の内容が科学への高い学習意欲を有す る生

徒 を送 り出すために最適化 されたとしても,科 学や技術 に携わって生きていくことに必ず しも生

徒 は魅力を感 じないことを示唆 している。科学技術が,将 来選択のより魅力ある領域 として意識

されるような社会 となるための条件整備が進められなくてはな らない。

そ して,SSH事 業に参加 している生徒たちが,「 理科学習は重要だ」や 「理科学習が好きだ」と

い う意識が特に強 く,「 内発的動機 に基づ く理科学習」を頻繁にしていた り,「科学技術 に関わる

情報への関心」が強い といった特徴を示 していることから,今 後の小中学生を対象 とした科学教

育を通 じて,こ のような意識の子 どもを育てることが重要である。

これ らの諸課題に今後取 り組むことが,日 本の科学技術人材育成全般に寄与すると考える。
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第6章

理科好きの裾野を拡げ,トップを伸 ばす科学コミュニケーション

小倉 康(国 立教育政策研究所)

第1章 で論 じたように,日 本の科学教育は,(1)科 学技術系人材の育成 と,(2)国 民の科学的 リ

テラシーの向上に向けて,子 どもたちにより幅広い科学的素養 と発展的な科学の学習機会を提供

できる新たな教育システムを設計する必要がある。それは同時に,費 用,時 間,人 的 ・物的 リソ

ース等
,様 々な制約下にある学校教育のみに依存 しない社会全体での科学コ ミュニケーションを

通 じて子どもたちを育成す るものでなくてはならない。本章では,社 会全体で効果的な科学コ ミ

ュニケーションを育む観点から,注 目されるアプローチを紹介す る。

1.イ ンテル国際学生科学フェア(IntelISEF)

まず,高 校生の科学の自由研究の国際コンテス トとして米国で毎年開催 されている 「インテル

国際学生科学フェア」(IntelISEF;http://www.isef.jp/)を 紹介する。IntelISEFで は,世 界

中から選抜され集まった1500人 近い高校生が,専 門家に対 してポスター研究発表を行い,博 士号

を有する1000人 以上の科学技術の専門家が審査iを行い,400人 近い発表者が表彰 されている。こ

のイベン トは,NPOが 主催 して50年 以上継続実施 されてお り,科 学者技術者 コミュニテ ィの強力

な支援 と,企 業 ・団体等の財政的かつ人的な支援を受けて実施 されている。参加す る高校生の多

くが,将 来,優 れた科学技術の専門家になると期待 され,ノ ーベル賞受賞者 を迎えたシンポジウ

ムなど専門家からのア ドバイスを受けられ るさまざまなセ ッシ ョンに参加できるほか,受 賞者の

多 くに,高 等教育で継続 して質の高い科学教育を受ける機会や奨学金が副賞 として与えられる。

こうした 「科学技術系人材育成」に特化 したイベ ン トであるにもかかわらず,イ ベン ト期間中

には,高 校生が一般市艮に対 しても研究発表する日が設けられ,数 万人の市民や審査員でない科

学者や技術者が会場を訪問 し,関 心をもった発表者 と科学 コミュニケーションする機会が設けら

れている。私が参加 して感 じたことは,訪 れる小中学生にとっては,研 究発表する高校生は,憧

れの存在 として見られているとい うことである。科学研究に没頭する高校生が,「おたく」ではな

くて 「スター」として扱われているとともに,そ のスターたちと,科 学を媒介 として,コ ミュニ

ケーションできる機会が子どもたちや市民に与えられていることに,科 学好きな若者に対す る社

会的なイメージに関する日本 との大きなギャップを感 じた。日本では科学研究に没頭す るような

高校生は,珍 しい とか変わっているといったイメージで一般からは遠い存在 として見 られがちで

ある。

また,別 の会場では,日 本の 「科学の祭典」のよ うなイベン トが同時に開催 されてお り,数 多

くの大学や研究機関や企業の展示ブースで科学を体験 した り科学者や技術者 とコミュニケーシ ョ

ンできるようになっている。 このように,IntelISEFは,幅 広い市民の 「科学的 リテラシー」向

上のための効果的な機会にもなるように工夫されている。 このようなイベン トが,イ ンテルを始

め,社 会貢献活動に熱心な数多 くの企業や民間団体の支援で実現 していることも,科 学教育 と社
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会 との距離感 が,日 本 で よ りもは るか に近 い と感ず る ところであ る。 日本 において も,社 会全体

での科 学 コ ミュニ ケー シ ョン を推進す るために,今 後,民 間企業 に よ り多 くの支援 を求 める こと

が必要 と考 え る。 写真1～ 写真8は,2006年5月 に米国イ ンデ ィアナ州 で開催:された フェアの様

子 を記録 した もので ある。

写真1数 千人が参加 した初 日の開会式の様子

写真2開 会式での日本か ら参加 した高校生の様子
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写真3一 般公開 日には大勢の市民が会場を訪問

写真4高 校生のポスター研究発表会場で,市 民や小中学生が発表者 と交流
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写真5別 会場では 「科学の祭典」を開催

写真6「 科学の祭典」会場で近隣大学がアウトリーチ活動を紹介
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写真7最 終日 の授賞式の様子

写真8最 高の賞を受賞 した3人 の女子高校生たち
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2.児 童生徒の科学研究を通 した科学 コミュニケーションの普及に向けて

IntelISEFで は,一 般公開目に,高 校生が自らの研究を,訪 れた市民や小中学生に説明するこ

とを通 して,活 発な科学コミュニケーシ ョンが交わされていた。小中学生にとっては,「 スター」

との交流によって,科 学への学習意欲が さらに高められたと推測 され る。また,参 加 した他の高

校生たちとの交流も仲間意識を育んだものと思われる。

日本 でも,小 中学生や高校生の科学研究コンクールは各地に存在す る。 しかし,彼 らが,自 ら

の研究を通 じて,市 民や他の生徒たちと直接 コミュニケーションできる場面は殆 どない。そこで,

そ うした機会が設けられている貴重な事例を以下に紹介する。

(1)ス ーパー サイエ ンスハイ スクール 生徒研究発表会

これ は,ス ーパ ーサイエ ンスハイ スクールか ら,課 題研 究を行 ってい る生徒 たちが全国か ら集

ま り,研 究発 表 を通 じて,互 いの交流 を深 め る とともに,優 れた発表 が表彰 され る もので ある。

研 究発表 で は,互 いの科 学研究 を理解 しよ うと,活 発 なコ ミュニケー シ ョンが交わ されて いた。

さらに,ポ スター発表会場では,

高校生 によるポスター発表に加 え

て,研 究機 関や大学 も,研 究プロジ

ェク トやア ウ トリーチ活動の成果

を紹介 し,高校生たちと交流 してい

た。

また,平 成18年 度の発表会では,

2006年 のIntelISEF年 次大会で動

物学部門第1位 を受賞 した高校生

(下山せい らさん)に よる研究発表

が行われ,参 加 した1000人 近い高

校生たちの注 目を集めた。発表後の

質疑では,さ まざまな質問に的確 に

応 えられる発表者 の姿が,参 加 した

高校 生に とっては憧れに映 ったも

の と思われ る。
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生徒研究発表会に参加 した高校生にインタビュー して,科 学研究に対する意識を尋ねた(イ ン

タビュア:西 本昌司)と ころ,概 ね良好な意識が うかがえたとともに,こ のような交流会に参加

することで少なからず影響を受けている様子がうかがえた。ただ し,下 線部のように,他 の生徒

たちと交流 した ことで,不 安になった り自信 を失った りす ることもあることがわかる。「SSHに

おいても,理 科好きで積極的に研究に取 り組 もうとする生徒がいる一方で,漠 然とした不安を持

っ者 もいるよ うである。前者に対しては,国 際大会や国内コンテス トは目標にな りうるものの,.

後者についてはかえって躊躇 させて しま うのかも知れない。・・・ISEF経 験者の下山さんたちと

参加生徒が熱心に話 しているのを見ると,生 徒同士の交流の中で,生 の経験談を伝えられるのが

一番 と感 じた」(西 本昌司;名 古屋市科学館学芸員)、生徒間の交流が大切であることがわかる。

＜高2女 子＞

＜高2男 子＞

＜高2男 子＞

＜高3男 子＞

＜高3男 子＞

＜高2女 子＞

＜高3女 子＞

＜高2女 子＞

＜高2男 子＞

＜高1女 子＞

＜高1女 子＞

＜高1男 子＞

＜高1男 子＞

自由研究は楽 しい と感 じる。知らないことを発見することが楽しい。テーマはオ

ーロラをしている
。先輩の研究例からお もしろそ うなテーマを選んだ。国際大会

については知 らなかった。

二足歩行 ロボ ットをつ くろうとしている。難 しいが,で きるのは楽 しみ。取 り組

みはクラブ活動がきっかけ。

元素分析。昨年 した自由研究は楽 しすぎた。なぜか今は憂謬。 しかし,こ れから

も研究は したい。

授業 と違って,研 究は良い。国際コンテス トにとても興味がある。で も,た い し

た研究 じゃないので,ま だまだ。

授業はおもしろくないが,研 究は楽 しい。物理オ リンピックでは予選落ちしたの

で,チ ャレンジ したい。

SSHに なったばか り。研究はしたことがないが,こ れか らや らないといけない。

難 しそ うで不安。国際大会なんて無理無理。

グループ研究 しか したことがない。実験の条件合わせが難 しい。土壌の研究をし

ようと思っている。研究は,理 系の大学進学に役立つ と思 う。国際大会があるこ

とは知らなかった,コ ンデス トに応募 したこともない。

理系にすすみたい。研究はやってみた らおもしろかった。コケの研究をしたかっ

たが,先 生提示のテーマか ら光合成を選んだ。先生の熱意についていこうと思 う。

英文アブス トラク トもやっている。

SSHに なって研究 しなければな らなくなった。他の展示を見て不安になってい

る。,

カブ等インや色素などの天然物の抽出の研究を している。中高一貫の学校なので

のんび りしているか ら理科はダメ、国際コンテス トは初めて知った.

何を研究したら良いか悩んでいる。他の人の研究を見て驚 いた。私 にはできそ う

もない。

研究はやればやるほ ど,や ることが増えるのがおもしろい。

中学の頃燃料電池に興味があった。高校に入って,風 紋の研究をしている。研究

は,先 生 といっ しょに考えることができて,お もしろい と思 う。授業だ と頭使わ

ない。国際大会では,英 語をしゃべ らなきやいけないとい うイメージがある。
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(2)各 地の取組み

① 岡崎市理科作品展

毎年,市 内各小中学校から,児 童生徒の優れた科学研究が出品され,体 育館でポスター展示 さ

れ る。一部の作品は,児 童生徒 自らが発表する。市民ら5000～10000名 が参加する。

② 岡山県児童生徒科学研究発表会

毎年,県 内各地で選考 された小1～ 中3の 約140名 が自らの科学研究を発表する。56年 間継続

されてお り,審 査委員長自身も,小 学生の時に受賞経験を持つ科学者である。理科教師と科学者

がボランティアで審査 ・運営に当たっている。親 と子の絆,教 師 と児童生徒 との信頼関係が深ま

るとい う。
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③ スーパーサイエンスハイスクール 岡山県立岡山一宮高等学校の場合

2006年 の岡山県での 「科学の祭典」での新たな試み として,高 校生が自らの科学研究をボスタ

ー発表 した。「予想外に多 くの来訪者があった。数時間の内に発表す る高校生のコミュニケーショ

ンカが格段に成長 して立派に発表 していた」(岡山理科大 ・野瀬教授)。 「ポスター発表を経験する

と一段 とたくま しくなるように感 じます。多くの生徒か ら楽 しかったという感想が出て嬉 しくな

ります」(岡 山一宮高 ・進藤教諭)。 積極的な科学コミュニケーシ ョンを経験す ることで,生 徒は

一段 と成長す るようである。
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④ 理数大好 きモデル地域事業指定校 京都市立朱雀第四小学校の場合

21世 紀の社会を生き抜 く子どもたちの 「豊かな生き方を創造する科学教育」を推進 し,「 自然

を豊かに感 じる ・自然に問題意識をもつ ・主体的に課題を追究す る ・自然を愛 し共生する ・自然

か らの学びを生かす」科学好 きの子 どもの育成を 目指 して,数 多くの特徴的な教育活動が実践 さ

れている。

中学生や高校生との交流のなかで 「自分 も高校で理科を専門的に勉強 したい」 とか 「科学者に

なって～を研究 したい」 といった気持ちを育んだ り,発 展的な内容を学ぶことで科学の魅力を味

合わせ るために,「 小 ・中学校理科合同授業(フ レン ドリーサイエンス)」や小 ・中 ・高等学校合

同での 「ミニ 『青少年のための科学の祭典』」を開催 している。また,「 理科チャレンジスクール」

では自由研究の優秀作品を発表 した り,高 校生が高校生活や将来の夢を話すなど,交 流を深めて

いる。

「全校 自由研究」を実施 してお り,夏 休み中は指導者全員が支援体制を組み,児 童全員が 自由

研究をま とめ上げられるように努めている。毎年,京 都市の科学研究 コンテス トや,創 造性 コン

クールに多数出品 し,認 められてお り,多 くの子 どもたちの大 きな 目標や励みになっている。

その他,「 ミニ科学教室」「あか しや 自然研究員」「マイサイエンスの則 な ど,多 様な取組みの

中で,子 どもたちの科学への関心を高め,科 学の目を養 うとともに,研 究発表する力 も身に付け

られ るように工夫 されている。

3.児 童生徒が主役 となれる科学コミュニケーション機会の演出

本研究で見てきた理科好 きの子 どもたちは,社 会からさまざまな支援 を受けつつ も,自 律的な

存在 として,将 来の目標に向かってたくましく成長 しつつある様子が うかがえる。そのような子

どもの成長を促す科学コミュニケーシ ョンは,次 のような特色をもっている。 このような姿勢で

子 どもたちの育成 に取 り組むことが望まれ る。

子

ども個として尊重す る

子どもを機会に恵む

子 どもを情報恵 む

子どもを励まし支授す る

子 どもが主役 となる

子どもに切 磋琢磨させる

子 どもの努力 を認める

子どもを格好良く見せ る

仲間意 識を育む

Respect as a human 
Enrich with opportunities 
Enrich with information 

Encourage and support 
Produce as a star or a main player 

Compete and brush up 
Recognize efforts 

Show up in nice-looking 
Cultivate fellowship
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第7章 先進国における若者の科学の学習への関心低下

に関す るOECDで の検討

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.先 進国における科学技術人材育成に関する懸念

第二章で述べたように,多 くの先進国ではすべての生徒 を対象 として科学的 リテラシーの育成

を目指 した科学カ リキュラム改革を進 めつつ ある。 しかし一方で,科 学技術分野で将来活躍する

と期待 される優れた理工系人材をいかに確保するかは,先 進国の重要な関心事である。OECD諸 国

の中には,科 学技術を学習 し,そ の方面でのキャリアを目指す若者が,近 年減少 しつつあるので

はないか とい う懸念がある。経済的に発展 した状況では,金 銭的収入,地 位の安定性,労 働環境

などの点で,科 学者やエンジニアを目指すよりも,よ り有利なキャリア選択が可能だか らである。

すでに多 くの先進国では,優 れた理工系人材を確保するために,何 らかの対策に取組みつつある。

日本においては,理 科離れへの懸念などを背景 として,2002年 度から文部科学省の 「科学技術 ・

理科大好きプラン」によって,「 スーパー ・サイエンス ・ハイスクール事業」などの科学技術人材

育成施策が展開されている。

欧州連合(EU)で は,2000年 の リスボンサ ミッ トにおいて,EUが 世界で最:も競争力のある知識

基盤経済 となることを目標に掲げ,2002年 のバルセロナサ ミッ トにおいて,EUに おける研究開発

投資のGDP比 を1.9%か ら3.0%に 引き上げるよう求めた。 これによって,今 後50万 人以上の研究

者が必要 となると試算され,2004年 に,EUで の科学教育改革を含む科学技術人材確保に向けた包

括的な政策提言 レポー トが示 された1。そこでは,科 学技術人材確保の鍵 となる課題 として,ヨ ー

ロッパの若者たちに研究開発の雇用を確保すること,科 学技術 を選択す る学生数を減少 しないこ

と,よ り多 くの女性が研究開発に加わるようにすること,南 ヨー ロッパ と東 ヨーロッパの国々で,

科学技術の開発 を加速すること,多 くのヨーロッパ諸国における教育の認めがたい退学率の高 さ

を低減することが指摘されている。現在,ヨ ー ロッパ全体で科学技術系人材の育成を促す取組み

が進展 しつつある。

OECDに おいては,加 盟国における今後の科学技術系人材の確保の見通 しへの懸念か ら,若 者の

科学学習への関心低下の実態 と効果的な対策に関す る検討委員会(OECDグ ローバルサイエンスフ

ォーラム(GSF)「 若者の科学学習への関心低下に関するワーキンググループ」)が 設置 された。そ

の結果,近 年科学技術系学生数が相対的に低下す る傾向が確認 され,特 に数学 と物理科学分野で

学生数の減少傾向が顕著なことなどが明 らかとなった。また,科 学技術人材の確保 に影響を与え

る主な要因として,① 科学技術及び科学者技術者 に関するイメージ,② 科学者技術者へのキャ リ

アパス,③ 科学技術教育のカリキュラム,④ 科学技術教育に携わる教師,⑤ 科学技術領域 におけ

1EuropeanCommission:IncreasingHumanResourcesforScienceandTbchnologyinEurope

(http://europa.eu.int/,2004).
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るジェンダー とマイノ リティ,が 見出された。 さらに,各 要因に関連 して,効 果を上げている国

の施策についての情報 を幅広 く収集 し,各 国の参考となるようにまとめるための作業が続けられ

ている。

筆者は,こ のOECDが 設置 した検討委員会の委員 として作業に加わってきた。これまでに公開さ

れた情報には,本 研究に関わるものが多く含まれている。そこで,ま ず,2005年11月 にオラン

ダのアムステルダムで開催 されたOECDワ ークショップの内容を報告 し,続 いて,2006年4月 に

公表 された政策提言 レポー トの 日本語訳を掲載す る。これ らによって,先 進国における若者の科

学の学習への関心低下の傾向の実態 と,そ れに影響 している要因,各 国で行われている効果的な

取組み,そ して,今 後この問題に対処 していくためになされた政策提言について報告する。

2.OECDワ ークショップ 「科学 とテクノロジ－領域における学生数の減少－ それは事実か?

原因は何か?何 ができるか?」

OECDが 検討委員会で進 めてきた結果を広く公開し,政 策文書(次 項に掲載)の 作成に向けた議

論を深めるために,OECDが オランダ政府 と共同で開催 した国際会議である。参加者は,各 国政府

や政府系機関の関係者 に加 え,科 学技術人材育成 に関係ある組織 ・団体 ・企業 ・大学関係者,理

科教師など,26力 国から約170人 であった。 日本からは,文 部科学省担 当官,ジ ェンダー問題に

詳 しい都河明子氏(東 京医科歯科大学),科 学技術キャリア教育に詳 しい小川正賢氏(神 戸大学),

科学技術理解増進活動に詳 しい前田義幸氏(科 学技術振興機構 理解増進部),及 びワーキンググル

ープ委員 として筆者が出席 し
,2日 間の全体会 と分科会の論議に参加 した。以下にその概要を報

告す る。なお,本 国際会議に関する詳細な情報 は専用のホームページhttp://www.caos.nl/ocwか

ら公開 されている。

①OECDワ ーキンググループ 「若者の科学学習への関心低下」委員会の検討結果について

数量的分析結果

まず,各 国における理工系の生徒数,学 生数の経年変化に関する数量的分析結果か ら,以 下の

傾向が報告 された。

・ 科学技術 の学習者には,相 対割合的に,低 下傾向が認められ る。

・ 絶対量 としては,数 学と物理科学分野で減少が認められる。

・ 同様 に,生 物化学 と工学においても,減 少事例が見られる。

・ こ うした減少傾向は,1990年 代に始ま り,各 国間では異なるパターンを示 している。

・ 科学技術分野の学位保持者の重要な生産国でもあるいくつかの大国では,特 に減少傾向が見

られ,博 士課程段階で顕著である。

・ この間,女 性 の参加は改善 したが,学 問分野の選択においては,ジ ェンダーによる特殊化が

存在する。

・ 科学技術分野の男子学生数は,い くつかの国で減少 し℃いる。

・ この間,外 国人学生の参加 も改善 し,博 士課程段階では著 しい。
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・ 今後数年の間に,非 常に多 くの教師と研究者が退職することとなり,入 れ換えが必要 となる。

数学,物 理や化学で十分な供給がなされるか懸念 される。

なお,日 本については,各 教育段階の生徒数 ・学生数 に関する統計の内容別分類方法が国際標

準であるISCEDと 異なっているため,今 回の理工系に特化 した基礎データが存在 しないことか ら,

多くの項 目で国際比較ができなかった。 しか し,理 工系大学生の減少傾向,女 子学生の割合が極

端に少ないが近年の増加割合が高いことは確認 されている。

質的分析結果

次に,理 工系生徒数 ・学生数の減少 に関わる主要因として質的に抽出された5つ の側面に関す

る検討結果 と,OECD各 国における理工系人材育成のための対策 とその効果に関す る分析結果 につ

いて,要 因別に報告 された。

5つ の 「要因」とは以下のものである。

1.科 学 と技術及び科学技術の専門家に関するイメージ

2.科 学技術におけるキャリア

3.科 学技術教育とカ リキュラム

4.教 師教育,資 質,研 修

5.ジ ェンダーとマイノリティの問題

「対策」に関する検討は,規 模の大小や トピック,対 象,評 価の有無など,報 告件数 は膨大に

及ぶ ことか ら,そ れが政府のアクシ ョンプランであるかどうか,ま た,「ベス トプラクティス」の

例 として相応 しいかどうかで限定 し,か つ,対 策の対象 とトピックが幅広い領域にわたるように

選別 された。

対策の対象 としては次が想定 された。

・幼稚園

・初等学校

・中等学校

・高等教育段階

・女性 とマイノリティ,移 民

・トップ5%の 生徒

対策の トピックとしては次が想定 された。

・国の政策及びアクションプラン

・就職機会

・雇用パターン

・教材教具

・教育実践 とカリキュラム開発

・教授 ツール と評価手段

・産業界の関与

・教師

・保護者

・一般 市民

・経済 界 ,産 業界

・政治 システ ム
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・教 師教育 ,研 修

・教師 のステー タス

・学校段 階以降 の接 続(幼 児→ 初等 ,初 等 → 中等,中 等→高等,高 等→労働 力)

・ジ ェンダー問題

・マイ ノ リテ ィ ,移 民 の問題

・ロールモ デル

・市民へ のア ウ トリーチ

・科 学博物 館 と科 学セ ンター

・科 学技術 の リソースセ ンター

・サマー ス クール ,科 学 クラブ

結果 として,政 府 のア クシ ョンプ ラン として,フ ィンラン ド,ス ウェーデ ン,オ ラシダ,ベ ル

ギー(フ ランダー ス),韓 国,ポ ル トガル,日 本,ノ ル ウェー,ア メ リカ合衆 国か ら,多 くの対 策

が収集 され た。

しか しなが ら,い ず れの対策 も,直 接確 実に効果 を上げ る といった内容 ではな く,よ り包括 的

なアプ ローチ の 中で,全 体的 に効果 が期待 され るとい う位 置づ けであ る。 これ を 「最 も弱 い接続

よ りも強 い鎖 は無 い」(ひ とつ一つの 関係 は弱 くて も,相 互に接続 を張 り巡 らせ ることが,何 よ り

も強い 関係 を もた らす,と い う意 味 と思 われ る)と い う一般的表現 で特徴づ け,さ らに 「それ に

は時 間が かか る」と し,政 府 の採 るア クシ ョンプ ランが忍耐強い取組み である ことを印象づ けた。

「ベ ス トプ ラクテ ィス」 を収集 す る際 の基 本的な仕様 は次の ものである。

・プ ロジェ ク トの タイ トル

・実施 国

・対 象 グル ー プ

・関与す るパー トナー

・実施 中か 終了後 かの別

・評価 の有 無

・説 明

・よ り詳 しい説 明 ,レ ポー トへ の リンク

報 告で は,収 集 され た 「ベ ス トプラ クテ ィス」 の一部 につ いて,各 要 因につき2事 例 が紹介 さ

れ た。

要因1「 科学 と技術及び科学技術の専門家に関するイメージ」の検討結果

肯定的な意識

・殆 どの国では,調 査結果は,市 民のイメージは,全 体 として肯定的であることを示 している。

・科学 と技術は
,社 会 とその発展にとって重要であると考えられている。

・科学者は,専 門職の中でも市民が最も信頼 しているものである。

否定的 もしくは中間的な意識
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・若者たちを含む一般市民は,「現実」の科学の世界についてよく知 らない。

・科学 と技術は,生 徒たちにとって しばしば魅力のない科 目と見 られている。

・遺伝子操作 された生物や再生生物のように,科 学の社会的影響については懸念 されている。

ベ ス トプラクテ ィス1

「科学 の週 」(フ ランダース ーベル ギー)

－1994年 か ら毎年実施

対象 グルー プ:一 般 市民 と生徒

関与す るパ ー トナー:フ ランダー ス省,フ ランダー ス ・テ クノロジー国際財団

－科学 の祭 典:ハ ンズ ・オ ン体験活 動(参 加者2万 人)

－科学 のめがね:16～18歳(2万7千 人)

－科学 プ ロジ ェク ト:10～12歳 対象の体験型科学

－第三者機 関のプ ロジェク ト:天 文台,図 書館,・・・

ベ ス トプ ラクテ ィス2

「ユ ー ロフィジ ックスファン」(ド イツ→EU)

－ 2004年 開始

対象 グループ:一 般市民,科 学志 向の生徒

関与す るパー トナー:私 的財 団,EU科 学学生ネ ッ トワー ク

－ア ウ トリーチ活動 を行 う大学生 グル ープ

－ワー クシ ョップ とツール の活用 とのパ ッケー ジ

－シ ョーは,大 成功

－科 学者 に対す る典型的なイ メー ジの変化

要因2「 科学技術におけるキャ リア」に関す る検討結果

・若者がある専門職を選択する第一の基準は,情 熱 と興味である。

・若者は仕事 と家庭生活とをバランスさせたい と考え,科 学はあま りにきついと見ている。

・若者は将来の職業での自律性 を求めてお り,科 学の場合,キ ャ リアのかな り遅い時期まで,そ

うはな らないことが多い。

・多 くの国では,科 学者の収入が比較的低い。

・科学技術のキャ リアのひとっとして,教 師は殆 ど価値 を認められず,給 料も良くない国がある。

・メディアが,科 学技術のキャリアを魅力のないものとして描いた り,非 現実的なイメージを与

えている。

・職 の安定性に問題があ り,経 済サイクルに依存する。

・トップの生徒たちは,他 の法律や ビジネス,医 学などの領域に魅力を感 じる。
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ベス トプラクティス1

「技術 と科学の基礎学年」(ス ウェーデ ン)

対象グループ:高 等教育段階の入学生(3万5千 人).

関与するパー トナー:国 立の高等教育機関

－中等教育で 「科学を選択 しなかった学生に2回 目のチャンス」を与える。

－修了すれば,大 学に(理 工系に)進 学できる。

－ジェンダー問題へのアファーマテ ィプアクション

－修了率は80%。 進学後の ドロップア ウト率は,正 規 と変わ らない

ベ ス トプ ラ クテ ィス2

「科 学学生 を引き寄せ る」(オ ランダ)

対象 グル ープ:中 等学校 生徒,大 学 生

関与す るパー トナー:大 学(Nijmegen),

－経済 界 ・産 業界 との接 続の研究

－PRの 方針

－チ ュー ター システム

－カ リキュ ラム改革 と新 しい教 授方法

中等学校教師,経 済界 ・産業界

要 因3「 科 学技術 教育 とカ リキュラム」 に関す る検討結果

・若者 は ,し ば しば学校 での科学 を退屈 あるいは難 しす ぎると思 う。

・エ リー トの専門家 を育て る要 求 と,科 学 的 リテラ シーのあ る市民 を育て る必要 との,二 重 の 目

的 の不調和

・生徒 ,特 に年 少の生徒 では,ハ ンズ ・オ ンを重視 した理 科のアプ ロー チを魅 力的 に感 じる。

・学校 のイ ンフ ラ,例 えば,テ クノロジーや 実験施設が,不 十分で ある。

・教 え られ て い る科学 は ,時 に,無 関係 とか,「 現実 」の科学 に結びつか ない ものであ ると見 な さ

れ る。

・専 門職 ス キル(コ ミュニケー シ ョン ,チ ーム ワー ク,な ど)は,科 学技術 カ リキ ュラム にお い

て,し ば しば軽視 され てい る。

ベ ス トプラクティス1

「LaMainalaPate」(フ ランス)

－2000年 以降

対象 グループ:初 等学校児童 と教師

関与す るパー トナー:教 育省,初 等学校教師

－科学をより実践的にかつ体験的に教 える

－教師が新 しいカ リキュラムを実践す ることを支援するツールや,方 法論的かつ教育学的なツー
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ル,指 導書,イ ンターネ ット支援サービスを提供

－方法,生 徒の質問,実 験による探究などの強調

－班学習を推進

ベ ス トプ ラクテ ィス2

「CienciaViva-inschools」(ポ ル トガル)

－1996年 以 降

対象 グルー プ:生 徒,教 師,・・・

関与す るパー トナー:教 師,科 学研 究機 関,・・・

－毎年,全 国的 なプ ロジェ ク ト研 究の コンテ ス ト(3千 以上。7千 人 の教師 と,60万 人 の生徒

が参加)

－学校 と科 学研 究機 関を結 びつけ る

－「若者 のための休み期 間の科 学」:1～2週 間 の研 究実験施設で の体験

要因4「 教師教育,資 質,研 修」に関する検討結果

・多 くの教師・(特に,初 等教育)が,科 学技術領域での専門教育を殆ど受けておらず,内 容的な

知識を欠いている。

・初等学校の教師たちが科学技術を教える能力に自信を欠いてお り,そ のため,科 学技術の教科

を教える能力が低い。

・存在する専門的研修は,質 と量ともに多様である。

・国によっては,教 師の社会的ステータスと経済状況が低いことがある。

・国によっては,特 に科学技術領域で,教 師を雇用することが困難で,ま た,彼 らを教職に止 め

ることがより困難である。

・高等教育教員

－彼 らは,科 学的専門性に基づいて雇用 され るが,良 い教師 としてのスキルは求め られない。

－大学教員の給与は,他 の機会に比べて魅力的 とは言えない。

－教えることよりも,研 究が彼 らのキャ リアにとってより重要であり,や りがいがある。

ベス トプラクティス1

「LUMA－ 現職教師教育」(フ ィンラン ド)

－1996年 以降

対象グループ:幼 稚園教師,学 校教師

関与するパー トナー:教 育省,国 立教育委員会,地 方 自治体,教 員組織 大学

－補助的現職教師教育

－情報 とコミュニケーションテクノロジーに関す る多 くの研修 コース

－研究体験を含む多 くの研修 コース と,授 業に適 したインターネッ ト教材の開発
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ベス トプラクティス2

「科学高校」(SSH)(日 本)

－2002年 以降

対象グループ:高 校理科教師 と生徒

関与す るパー トナー:高 校(1%),大 学,研 究機関

－科学,数 学,テ クノロジーの強調

－大学や研究機関か ら講師の招へい

－大学 と研究機関との連携方策の推進

要因5「 ジェンダー とマイノリテ ィの問題」に関する検討結果

女性

・ほとんどのOECD加 盟国で,科 学技術分野で著 しく少数派である。

・領域の中には(生 命 関連など),よ り多 くの女性を引き寄せているものもある。

・能力 は,問 題 とな らない。

・女性 は,特 に科学技術領域では,し ばしば同等な専門家として未だ受け入れられていない。

マイ ノリテ ィ

・「マイ ノリテ ィ」の定義は,国 によって異なるが,多 くの国で,あ る特定のグループの人々で科

学技術の学習の達成が低いとい う問題がある。

・女性やマイノ リティの多くには,ロ ールモデルがいない。

・財政的 リソースと教育システムに関する知識を欠いている。

・社会経済的状況に大きく影響を受ける。

ベ ス トプ ラクテ ィス1

「女性 にテ ク ノロジーへ の新 たな勢 い を与 え る」(ド イ ツ)

－ 2002年 以降

対象 グル ー プ:女 子児 童 ・生徒,高 等教 育卒 業生,科 学技術織 の女性,学 校,大 学,企 業

関与す るパー トナ ー:連 邦教 育省 ・研究機 関,企 業,大 学

－女子 の 日:女 子 のた めの全 国的な キャ リアオ リエ ンテー シ ョンの 日

－学習 に関す る刷新 的改革:コ ンピュー タ科 学,工 学,自 然科 学での コー ス改革,IT関 連 の職種

そ の他 の情報

－Teache@D21:企 業 にお ける 日常業務へ の注 目

ベス トプラクティス2

「NSFの 科学 と工学プログラムでのジェンダー研究」(米 国)

対象 グループ:科 学技術のあらゆる分野での女子 と女性の幅広い参加のための方策を研究す る研
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究者

関与す るパー トナ ー:NSFと,被 助成者 であ る学校,非 公的科学機 関,企 業,大 学

－NSFの ウェブサイ ト上 に,200以 上 のプ ロジェク ト研 究を収録

今後 の発展 の必 要性

今後 の発展 に向 けて次が提案 され た。

・科学 技術 リソースセ ンター(カ リキュ ラム 開発,教 材,現 職 教員研修,縦 の接続・・・)を ネ

ッ トワー ク(連 携)化 す るための国立 の中核機 関 を新殺 す る[各 国政府]

・科学技 術 リソースセ ンター 間での コ ミュニケー シ ョンを促進す る(ス タ ッフ交流 焦 点を絞 っ

た ワー クシ ョップ,・・ ・）[OECD]

・「ベ ス ト・プ ラクテ ィス」 の収集 ,評 価,及 び普及 のた めの調整役[OECD]

この報告を基 に,政 策提言を導くための議論を進展 させ るため,参 加者は要因別の作業分科会

に分かれ,そ れぞれの分科会で,4～5人 のパネ リス トの提案 と全体質疑を行った。

作業分科会

1.科 学 と技術及び科学技術の専門家に関するイメージ

2.科 学技術におけるキャリア

3.科 学技術教育 とカ リキュラム

4.教 師教育,資 質,研 修

5.ジ ェンダー とマイノリテ ィの問題

②各作業分科会での協議結果 について

1日 目の午後に各分科会での協議が行われ,そ の結果は,2日 目の午前中に,各 分科会の責任者

か ら全体報告 された。各分科会か らの提言事項を以下に整理 して記す。

第1分 科会 「科学と技術及び科学技術の専門家に関す るイメージ」からの提言事項

提言1

・政府 と公的助成機関は,科 学技術 と科学技術職の本質や関連性を伝える活動を支援するための

研究開発予算に,一 定の割合を 「取ってお く」必要がある

－専門家から認め られ得る活動であること

－適切なアクシ ョンプランが立てられ実行 され ること

提言2

・科学技術の学習 と科学技術職 とのギャップを橋渡 しする活動が必要である。

・直接関与する関係者が含まれ る必要がある。

－幼稚園,初 等学校,中 等学校(学 習が継続す るすべての段階で)
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－研究実験施設や研究機関

－企業 と経済界

－非公的科学教育機関(科 学センター,科 学館,ア ウ トリーチ機関・・・)

・活動の例:

－重要な関係者問のネ ッ トワーク化(連 携)

－キャリア関連の情報提供を支援

－現実性のあるロールモデルに光を当てる

－派遣プログラムのサポー ト

提言3

・科学技術の社会 との関連 と科学技術の本質に関す る一般的な知識を向上させ る

・含まれる関係者:

－公的科学技術教育機関

－研究機関 と科学技術の専門家

－科学技術のコミュニケーター(科 学教育者,メ デ ィア)

・活動の例:

－科学技術の本質 とその歴史的発展について教えること

－科学技術の専門家に対 してコミュニケーション能力を訓練すること

－メディア と科学技術織の間での交流プログラム

第2分 科会 「科学技術におけるキャリア」か らの提言事項

提言

1.科 学技術のキャリアの役割 と職能(コ ンピテンシー)及 びキャリアパスに関 して
,そ の状況

を継続的にモニター し,若 者がそ うした職種の現実について情報 を得 られるようにする。 このこ

とは,産 業界 と教育界及び政府の共同の責務である。

2.大 学は,科 学技術の学問を教える際に,チ ームワークやコミュニケーション及びプロジェク

ト計画立案 といったスキルをカ リキュラムで統合 して扱 うように,ま た,コ ースワーク(課 題研

究)や 実践研究を取 り込み実行するよ うに改革すべきである。

3・ 大学と学校,及 び産業界は,中 等段階の理科教師たちのスキルを科学の発展 と産業界のニー

ズに沿って更新 し続けられるように協力 して取 り組むべきである。

4・ 中等教育は,産 業界,大 学 と科学技術の卒業生と協力 して,若 者に科学 と技術の興奮を実感

し,個 人的接触 を通 じて可能なキャリアの選択肢を把握することができるように取 り組むべきで

ある。

第3分 科会 「科学技術教育とカ リキュラム」か らの提言事項

政策者側では

・教育システム全体の改善にっながる科学教育研究 と認知科学研究により多くの時間 とお金を費
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やす とともに,こ れで得 られ る知識 を,学 校における実践に適用 されるものとす ること。

・いかに特定の概念が学習されるかに関する知識理解が
,カ リキュラムは評価,教 授プログラム

と学習ツールに反映 されるものとすること。

・教師 と教育研究者 との間の交流機会を増やすこと
。

・教育システムにおける変化は,確 かな証拠に基づいてなされるべきであ り,ま た,一 貫性のあ

る様態で実施されるべきであること。(生 徒たちは,モ ルモ ッ トではない)

・カリキュラムは,よ り幅広 くよりも,よ り深 くあるべきで,教 師たちに重要な概念についてよ

り多 くの時間を費やすことを可能にす ること。全員が何 もかもを学習 ことは必要でなく,全 員は

いかに学習するかを学ぶ必要がある。

・もっとも大事な決定がなされる時期である中学校段階に焦点をあてること
。

・すべての レベルで,よ り多 くの国際交流 国際協調の機会を設 けること。

学級では

・学校の数学 と理科を文脈に位置づけ
,現 実世界の例を用い,実 際の人々に会わせ ること

・学校数学の最終点は,微 積分学よりも,統 計学であるべきだ。それは,生 徒たちが実際に生活

で何を用いるかに関連が高いからだ。

・生徒たちに,自 分で調査して自身の疑問に答えることによって,成 功や失敗からいかに科学が

学べるかを学習できるようにすること。

・大きさの比較など,数 学的な基礎的概念は,で きるだけ早い内に教え始めること。

・科学の興奮は,教 師から生徒に伝えられるべきであるが,そ のためには,教 師が科学 と数学に

ついて 自信を持って難なく教えられるレベルにいることが必要だ。

・教師をより良い教師に,そ して生徒を専門家や ロールモデル に触れ させ るための最近のICT技

術の使用を教室内で可能にすること。

評価について

・最も優れた指導実践を評価 し,教 師がより良く授業できるための支援に用いるべきである。単

にPISA等 の生徒の到達度だけが評価ではない。

・教えることに,よ り信望を与えること。

・インフォーマル(非 公的)な 教育手段を利用す ること。

・大学教師は,よ り教育学を必要 とする。

教師の支援について(第4分 科会 と重複する)

・教師たちに,キ ャリアの初期段階において,よ り多 くの支援 と少ないプレッシャーを。

・教師は
,カ リキュラムの変化に適応す るためにより多 くの時間を要す る。

・教師に,キ ャ リアの早い段階でサバテ ィカルイヤー(研 究のための有給休暇年)を 与える。

・教育省が,教 員養成や教員研修のためにより多くのリソースを提供すべきこと。

提言

1.科 学技術 リテラシーをすべての生徒の基礎 とする。

2.カ リキュラムは教授学習に関する最新かつ最善の学問を反映 させるべきである。
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3.現 在何が起 こりつつあるかを教え,過 去のみに止まらないこと。

4.生 徒たちを発見の喜びに出会わせること。

5.現 実世界 との関連性を示すこと。

6.生 徒たちを科学技術の多様なキャ リアに出会わせ ること。

7.科 学教育システムのパ フォーマ ンスを正 しく評価 し,生 徒たちの評価に止めないこと。

第4分 科会 「教師教育,資 質,研 修」からの提言事項

提言1

学校 と学校外 とで,教 師の資質を向上させ るための柔軟な解決策を提供す ること

・初等学校 に産業界か ら専門家を引き入れ ることは
,必 ず しも成功するとは言えない。

・学校は,専 門の内容的知識 よりもより教育的なマイン ドを求めている。

・現職の教員研修プログラムを通 じて
,生 涯学習機会を提供すること。

提言2

草の根的活動 と トップダウン的アプ ローチの両面から,生 涯学習システムを構築すること

・教師たちに,授 業に関連 し,教 職の同僚と共有可能な授業に関す る知識 を発展させること。

・適正な学級規模や授業準備時間,技 術支援者など,経 営に関わる支援を与えること。

提言3

よ り多 くの多様で差別化 した給与体系を可能 とすること

・教師に対 して差別化 した給与体系をとる事例は少ない。

・殆 どは,な らした(フ ラッ トな)体 系を採ってお り,他 のタイプの報酬,例 えば,サ バティカ

ルの休暇などを導入 している。

・教師が知識を更新 した り専門家 となるための枠組みを提供す るために
,教 師のプロファイル と

給与体系 とを統合する。

提言4

ネ ッ トワー クや委員会を設置 して,経 験を共有するための基盤を整備すること

・異なる背 景を持った諸問題 に取 り組むことは容易でなく
,政 治的社会的構造別に整備 されるこ

と。

・授業で生徒 に直接接す る教師には,(異 なる背景であ りながらも)依 然 共通する特徴が存在す

る。

・OECDが ベス トプラクティスや教員養成プログラムなどの交流のためのネッ トワークのリソース

として機能 することを期待す る。

第5分 科会 「ジェンダー とマイノ リティの問題」からの提言事項

A.背 景

・女性 と少数民族は,科 学技術の学習 とキャリアにおいて,世 界中で,著 しく少数派である。

・彼 らは,科 学技術の学習を専攻する人の数を増やすために,最 も確実な資源である。
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・こ うした問題 は行 動 を要請す る もので ある。 しか し,そ こには,歴 史的,社 会的,経 済的 要因

が複雑 に介在 してい る。

・ジェンダー とマイ ノ リテ ィの諸 問題 には ,教 育ので きるだけ早い段階で取 り組む必 要が ある(最

も遅 く とも11～14歳 まで に)

B.提 言

・OECD各国の科学技術の将来を担 う者に関す る基本的な問題であ り,他の4つ の分科会を含 めて,

本会合の全体に及ぶ問題である。

・したがって,本 分科会か らの提言は,イ メージ,キ ャリア,カ リキュラムそ して教師教育 と研

修 とい うトピックに基づいて構成 している。

科学技術専門家のイメージについて

・中等教育段階の生徒のために,理 科系大学生がチューターや ロールモデル となること。

・女性 と少数民族によるメンター(指 導)

・10代 の若者が,選 択に際 して直面す る困難(同 輩か らのプレッシャー,典 型にはめられ る,心

理的効果,・・・)に 対処できるよう,早 期に始めること。

科学技術におけるキャリアについて

・大学や研究機関の内側 と外側の両面で,多 様なキャリアに至 る道筋 と結果があることにもっと

気づかせ ること。

・学術キャ リアにおいて,研 究 と同様に,教 えることと指導(メ ンター)す ることに価値を与え,

報いること。

・すべての非雇用者に対して,仕 事と生活 とのバランスの取れた方針を根付かせること。

・キャリアのア ドバイザーに対して,ジ ェンダー とマイノ リティについての理解を進めること。

・大学において女性 と少数民族を雇用 させる財政上の利点を与えること。

・すべてのOECD加 盟国において,育 児休業に関する共通の医療(保 険)政 策を整えること。

・女性や少数民族の研究者が,学 校でのロールモデルを促進す るために 「タスクフォース」 とし

て活動す る仕事に対 して価値を認め,そ れに報いること。

カリキュラムについて

・教育学的方法 と手段を多様化す ること。

・学習コースを通 じて,複 数の入 り口と出 口を設定 して,よ りフレクシブルな学習の構造へ と変

化 させること。出口は,労 働市場 により関連づけるものとする必要がある。

・社会的有用性や,問 題解決,及 び生徒を科学技術に引き寄せ るための学際的な諸問題を利用す

ること。

・教授学習教材が,ジ ェンダー とマイノリティの内容的に相応 しいか検査すること。

教師教育,資 質,研 修について

・教員養成 と現職研修において,教 師たちにジェンダー とマイ ノリティの諸問題に関する知識 を

向上させること。
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・科学技術の教職に多様性を持たせ ること。

・科学技術の研修者 と教育者 との問で,新 しい教育方法を設計 し実行するための協力関係 を構築

す ること。

領域を横断するテーマについて

・科学技術の生徒 と労働者をモニターす るために,調 査データと研究を個別集計すること。「もし

あなたが集計 しなければ,あ なたはわからない」。

・ジェンダー とマイノリティに関する主たる行動 としての積極的な差別是正策が必要である。

・リーダーシップ:コ ーデ ィネー トした り,調 査データを収集 した り,ベ ス トプラクテ ィスを

普及 させた り,コ ミュニケーシ ョンや次の主体による行動を促進 した りするための至急の必要性

がある。

－OECD

－EU

－各国政府

－産業界

－科学研究機関

③提言事項 のまとめ

2日 目の午後に行われた会議の総括に当た り,OECD側 のワーキンググループ委員長のBonga氏

が,本 会合 で得 られた主たる提言事項を以下のようにま とめた。

提言

・政府 と公的助成機関は,科 学技術 と科学技術職の本質や関連性を伝える活動を支援するための

研究開発予算に,一 定の割合を 「取っておく」必要がある

・科学技術 のイ メージ と魅力に関わる問題 に対処するために
,重 要な関与者(教 育界,経 済界,

政策立案者,生 徒 の代表)間 でのネ ットワークが構築 される必要がある。

・科学技術のキャリアの進展 と内容をモニター し,す べての関係者 に最新の情報を提供するため

の観測所を設置すべきである。

・生徒たちに,(現 実的なロールモデル との)個 人的な接触を通 じて,キ ャリア上の選択肢に関す

る知識を提供できるよ うに,教 育界 と科学技術の専門家が連携を確立すべきである。

・科学技術の リテ ラシーは,す べての生徒たちの基盤である。

・教育内容を,現 代 の科学技術の実際 とその社会での役割に関連させて,よ り魅力的にすべきで

ある。

・科学教育システムのパ フォーマ ンスを正 しく評価 し,生 徒たちの評価に止めないこと。

・科学技術カ リキュラムは,教 育システムの異なる段階での生徒のより柔軟な進路選択を可能 と

すべきである。

・教師の知識 と能力を更新するための適用可能な解決法とリソースを提供 し,生 涯学習システム
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を発達 させること。

・教師に追加 の研修 と資質向上を促すために,誘 因 と報酬が提供 されるべきである。

・教師と教育のエキスパー トのネ ッ トワークを構築 して,経 験 とベス トプラクティスを情報交換

すべきである。

・教育の早い段階での女子 とマイノリティの生徒をエンカレッジするための行動が必要である

・教師がジェンダー とマイノリティの諸問題に関する知識を高めておくことは,初 期の教師教育

に含 めるべきである。

また,参 加者 との最終質疑では,今 回のテーマに関 して,こ れを議論 と提言で終わらせるので

はな く,提 言を実現させるためのコーデ ィネー ト機能をOECDが 担 うことが強く要望された。

④国際会議後の作業について

この国際会議の結果を受けて,ワ ーキンググループにて,最 終答申としての政策提言 レポー トが

作成 された。 ワーキンググループでこれまで作業 してきた内容を基礎 として,会 議で新たに得 ら

れた事項も考慮 し,次 項で示す簡潔な政策提言レポー トをま とめ,2006年 春に公開 した。

さらに,各 国の参考となるように,包 括的な情報提供のための報告書の作成作業が現在 も続 け

られている。
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3.OECD政 策提言 レポー ト

「OECDグ ローバ ル サイエ ンス フォー ラム

科学 とテクノロジーの学習への生徒の関心の変化

に関する政策提言」

訳 小倉 康(国 立教育政策研究所)

概要

2003年7月,第9回 グローバルサイエンスフォーラム(GSF)際,フ ランスとオランダの提案に基

づき,若 者 の科学 とテクノロジー(S&T)の 学習への関心の低下に関するワーキンググループが

設置 された。関心の低下が現実に測定可能なものかを決定し,ま た,そ の原因と可能な対策を検

討するために,OECDの 包括的な分析が必要 との見解で一致 した。その結果 とワーキンググルー

プの提言は以下にまとめられている。

近年,科 学 とテ クノロジーに関する学習者数は,絶 対数では増加 しているが,相 対的には減少 し

てい る。

結果:過去15年 以上,殆 どのOECD諸 国は,高 等教育における学生数の大幅な増加を経験 してき

た。S&T領 域の学生の絶対数もまた全体 としては増加を示 している。 しか し,S&T領 域の学生の

割合は この期間中一貫 して減少 している。数学や物理科学などの学問領域では,特 に懸念 される

傾 向を示 している。

提 言:学 生数の現在の傾向がもた らしうる影響に関する詳細な研究がOECD諸 国によって取 り組

まれ るべきである。それによって,高 等教育 において,ま た,よ りテクノロジーが進んだ経済に

連続的に移行する中で,望 ま しい安定性のある学生数について,需 要と供給の展開が分析できる。

存在す る統計データは,生 徒の関心のレベルを測定した り分析 した りす る上で,十 分適切なもの

とは言 えない。

結果: 近年の国際規模での教育に関す る統計庸報統合化の努力にもかかわ らず,現 在のデータで

は,状 況を十分に分析することができない し,矛 盾 した解釈にも導 きかけない。 さらに,生 徒数

のデータは,生 徒のS&丁 学問領域に対す る実際の関心を必ずしも反映 してお らず,他 の要因(S&T

の高等教育の定員数 など)に よっても在学者数に影響する。
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捲詳:一 貫 した,重 要性な範囲をカバーした数量的指標がさらに開発 され,そ のための国際的な

協議と合意が必要である。特別な指標を用いた生徒の動機に関する長劾的な研究を促進すべきで

あ る 。

女性はS&Tの 学習において依然著 しく不利な状況にある。

結果:高等教育における女子学生の数は,男 子学生のそれよりも急な勢いで増加 してきたが,S&T

の学習を選択す る女性の割合は,依 然 殆 どのOECD諸 国において40%以 下に止まっている。学

問領域の選択は,強 く性別に依存的であ り,工 学(エ ンジニア リング)や 計算機科学は特に男子

が占めている。教育期間を通 して,根 強いステレオタイプな見方が女子学生の選択に影響を与え

ている(マ イノリティの学生にも同様に影響 している)。

提言:女 子学生数を増加 させることが,最 も目に見えてS&丁 領域の学生数の全体的増加に寄与で

きる方法であることから,政 府は,積 極的に平等な機会促進に努 め,否 定的なステレオ タイプな

見方を排除す る措置を講 じるべきである

生徒の選択は,S&Tに 関わる専門家たちに対す るイメージと,S&Tの カリキュラム,及 び,授 業

の質に幅広く影響を受ける。

結果:生徒の学習 と就職に関する意志決定は,第 一に,あ る特定の領域に関する興味に基づき,

そ して,そ の領域の職業について どのような見通 しをもつかに基づいている。教育内容 とカ リキ

ュラムが,若 者のS&Tへ の興味を向上させ持続させるのに重要な役割を果たしている。早い年齢

段階での科学 とテクノロジーへの肯定的な関わりによって長期的に持続する影響を与えうる。学

校での興味のわかない内容や効果的でない授業 といった否定的な経験は,将 来の選択に しば しば

大変有害である。さらに,カ リキュラムの構造も,子 どもたち本来の好みを阻害することがある。

S&Tの 専門家や職業見通 しに関する正確な知識は,方 向付けるのに重要な要素であるが,現 在は

ステ レオタイプな見方や不完全な情報で溢れている。科学 とテクノロジーは,高 等教育における

新 しいより流行的な科 目に良質な学生を奪われつっある。

提言:正確な情報を提供することが,S&Tの 学習 と職業への魅力を増すためのいかなる方策にと

って も重要である。このことは,単 に生徒に情報を与えるだけではなく,す べての関係者(教 育,

科学者,産 業界,な ど)と の相互作用をもたらす ことを意味する。政府 と関係機関は,教 員研修

と授業活動に対 して適切な資源を提供すべきである。柔軟でより魅力的なカリキュラム構造をも

たせ最新のS&Tの 内容を提供すべきである。多くの政府 と団体がS&Tの キャリアパスを促進する

活動を手がけることで,ベ ス トプラクティスと評価 ツールに関す る情報交換が,さ らに重要にな

るであろう。
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は じめに

教育 システムの さまざまな段階での科学 とテクノロジーに関する生徒数の変化は,近 年多 くの

OECD諸 国の重要な関心事項であった。 というのも,経 済がますます複雑な知識 と発展的な認知

的スキルを要求するもの となっているからである。 グローバルサイエンスフォーラムは,こ の問

題に関する活動を,2003年7月 の第9回 会合で承認 した。 この問題は,OECDの 科学技術政策

委員会(2004年1月)と,教 育委員会(2004年3月)の 大臣会合で優先処理事項として認めら

れた。

実行委員会(委 員長はフランスのジャンジャック ・デュビー教授)の 提言に基づき,2004年7月

のグローバルサイエンスフォーラム会合で,16か 国とEC及 びOECD事 務局の代表で構成 され

るワーキンググループを設置 し,オ ランダのショアー ド・ベ ンデラー ・ボンガ教授を主査とする

ことが認められた。生徒の在籍 と卒業割合に関す る統計データは,19か 国から提出され,関 心低

下につなが りうる要因とさまざまな国での解決に向けた取組みに関する情報も合わせて分析 され

た。

ワーキンググループの最初の結果と提言は,2005年11月 にアムステルダムで開催 されたOECD

グローバルサイエンスフォーラムとオランダの教育文化科学省の共催による国際会議で発表 され,

協議 された。

今 回発表す る報告内容は,こ の会議 を受けて,ワ ーキンググループがまとめた主な結果 と提言で

ある。統計データの詳細な分析 と原因となる要因,及 び,実 施 された解決法については,別 途,

より長い文書で刊行 されるであろ う。

目的

今回のグローバルサイエンスフォー ラムの活動の全体的な目標は次の通 りである。

1.S&T学 習における在籍生徒数の近年の数量 的傾 向を分析す ること(特 に,何 らかの減少傾

向を数量的に示すこと)

2.生 徒の選択に影響 を与える背景的な要因を特定すること

3.生 徒の選択に影響を与えるために取 り組める解決法を探ること

第二の目標 は,現 在存在す る指標(イ ンジケータ)の 限界 と複雑な現象のモデルを特定 し,さ ら

に拡大が必要なデータ と共有できる情報を探ることである。

本調査は,関 心低下の潜在的要因として,国 家経済 と社会経済の状況 との関連には言及 しない し,

また,S&T学 生に対する需要と供給 との関係にも言及しない。
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1.S&Tの 学習を選択する生徒の数量的傾向

このグローバルサイエンスフォーラム(GSF)の 活動を通 して,新 たなデータ収集に取 り組んだ。

とい うのも,現 在の国際的な統計システムには深刻な制限があるからである。例えば,利 用可能

な情報は,こ れまで高等教育段階のみであ り,ま た,学 習の科 目領域 ごとの詳細なデータや過去

にさかのぼれる期間について も不十分であった。 更に複雑 な問題 として,国 際標準教育分類

(ISCED)の 改訂版が1997年 に導入されたことで,教 育段階の定義 と学問領域の定義が,そ の

変化を境に不連続なものになって しまっていた。

そこで今 回 の調査 で収集 した統計デー タは,次 の5領 域 に関す る もの とした;生 命 科学,数 学 と

統計,物 理科学,計 算機科 学,工 学(エ ンジニア リング)。デ ー タは4つ のカテ ゴ リー でま とめた;

中等段 階／ 高等学校修了者,高 等教育入学者,高 等教 育卒業者,博 士課程修 了者。 学 問的な学習

と職 業的 な学 習 とは一緒 にま とめた。 も し利用 可能 で有れ ば,デ ー タは性別 と自国/外 国生 まれ

の別 で作成 した。調 査対象 の期間 は,ほ とん どのデー タ分類 につ いては1993年 ～2003年 とし,

い くつ かの分類 については,1985年 ～2003年 と した。

デー タは19か 国か ら収集 された;オ ー ス トラ リア,ベ ル ギー(フ ランダー ス圏 とワロニア圏),

カナ ダ,デ ンマー ク,フ ィンラン ド,フ ランス,ド イ ツ,イ ス ラエル,イ タ リア,日 本,韓 国,

オ ランダ,ノ ル ウェー,ポ ー ラン ド,ポ ル トガル,ス ウェーデ ン,ト ル コ,イ ギ リス,ア メ リカ

合衆国。

S&丁 学習 を選択す る生徒の傾 向分析 につい ては,人 口動 向 と,高 等教 育への入学 の し易 さの点 も

考慮 した。(ア メ リカ合衆国 な どの)数 力国を除いて,ほ とん どの国では,15～19歳 の人 口で明

らか な減少傾 向にある。 しか し,こ の減少傾 向は,EUの 数カ 国 にお いては,ご く最 近,増 加 に

転 じてい る。全体 的に,人 口減少傾 向は,通 常,後 期 中等教 育へ の入学 の し易 さに よって逆 の影

響 を受 けや す く,分 析 した国 では後期 中等教育で生徒数 にやや 増加 の傾 向が見 られ た。

同様 に,高 等教育 での在籍割合 は,1995年 ～2003年 の期 間にわた ってすべ ての国で増加 がみ ら

れ た。 著 しい増加 が見 られ る場合 も少 な くなかった。高等 教育へ の入 学の し易 さは,幅 広 く,人

口減少傾 向を克服 させ るか安 定的な もの に導 いて きた。

結果

A.S&Tにおけ る生徒数の全体的 な増加

OECD諸 国での高等教育への在籍者割合の増大の結果,S&Tに おける生徒の絶対数は,1993

年～2003年 の期間,ほ とん どの国で増加 していた(図1)。 この傾向は,高 等教育の異なる段

階(入 学者,卒 業者,博 士課程修了者)で 見 られたが,中 等教育卒業者 については見られなか

った(た だ し,す べての国でデータが利用できたわけではない)。 こうした傾向は,近 年 は多様

化 しつつある。 しかし,こ うしたデータか らは,国 ごとや学問領域ごとの重要な違いが見えに
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くい。

B.相対的関係におけ る減少傾向

S&Tの 学生の絶対数が増加する一方で,同 じ期間に,学 生の全体数に対す るS&T学 生の相対

的割合については逆の状況が見られた(図2)。 この傾向は,高 等教育のみならず,後 期中等教

育においても多 くの国で見 られた(図3)。 人口減少傾向と,高 等教育への入学のし易さと組み

合わさって,OECD諸 国のい くつかでは,S&T生 徒の絶対数においても将来に減少傾向が現れ

ると予想 される。その他の国では,人 口の回復が,こ の傾向を弱めると予想 され る。

C.特に影響を受け る学問領域

合算 した生徒数は学問間での重要な違いを見えにくくする。工学(エ ンジニアリング)の 学生

は,殆 どの国で,S&T学 生全体の40%か ら60%を 占めるが,特 に過去10年 において,入 学

者数 と卒業者数の水準は安定 しているか増加の傾向が見られる。 しか し,物 理科学と数学につ

いては,逆 の傾向が見られ(図4),生 徒の絶対数においてい くらか減少傾向が見 られる。中に

は,こ れ らの領域の学生の割合が,1995年 ～2003年 の期間で半分にまで減 った国がある。他

方で,生 命科学とエンジニア リングの学生割合は大まかには安定 して,そ れは主として生命科

学における女子学生数の増加 に因るところが大きく,ま た,エ ンジニア リングのように,就 職

見通 しのよい領域の学習への関心が高まっていることに因る。計算機科学の学生数についても,

劇的に増加 している。特に,物 理からコンピュータの学習 といったS&Tの 中での全体的な学生

の選択における変遷の結果としての変化が見られる。

提言

特定領域での学生数が減少 しているため,OECDの 各国政府はこの現象の経済への影響 と社会全

体への影響 について より理解を深める必要がある。特に,GSFの 活動は,教 育の全段階における

S&T卒 業者の将来的な需要を理解するために補足的な努力に継続 され るべきである。需要 と供給

との比較は,在 籍生徒数 を変化 させ る新たな努力に取 り組む緊急性の判断に役立つ。

2.数 量的分析の限界

数量的分析は,重 大な制約 と障害に遭遇 した。それは,大 きくは,各 国データの特殊性 に因るも

のである。理想的には,最 適な生徒数の分析は,国 々が同一(あ るいは非常に類似 した)修 了や

教育段階や生徒の分類に関す る定義に したがって提出された同質で完全なデータセッ ト基づ くも

のである。 さらにそ うした定義が長期間にわたって変わらないことが必要である。 しか し,こ の

ような状況でないため,分 析は しば しば絶対数の比較よりも傾 向や割合 としての比較に止まった。

－162－



S&Tを 学習する生徒の数に基づいて特定の学問領域に対す る学生の関心を推定することも注意

が必要 とされた。 というのも,S&Tの 学習に関する学生数や選択,関 心の程度の関連は複雑で非

直接的でないからである。

結果

A.デ ータセット の異質性は解釈 を制限し,結論 の不 一致 を導く

この調査で用いられた統計は,国 際水準で徹底 した詳細な状況分析を行 うのに不十分である。

要求 された完全な情報を提供 できた国は殆 ど無 く,分 類の変更や,科 学の諸領域での分類が利

用不可能であった りした。特に,後 期中等教育の修了者数については顕著であった。

さまざまな学闇領域に関するISCED分 類システム(1997年 改訂版)が 存在するにもかかわ ら

ず,多 くの国が,同 質なデータを持っていない。すべての国がISCEDの 定義を採用 している

わけではなく,中 には,そ の定義を異なって解釈 していることもある(さ らに期間中にその解

釈が変更 している場合もある)。こうした不一致によって,絶 対数に関する分析は信頼性 の低い

ものとなった。人の卒業数よりも当該年での修了者数を指標化 している(学 生の中には1年 に

2つ 以上の修了書を得る者 もいる)な ど,卒 業者数が二度計数されることもある。このことが,

全体数や増加割合の過剰を生み出す ことがあった。また,国 間で特定の学問領域 の変化を比較

す ることは困難であり,生 徒をさまざまな分類で期間中の変化 の傾向を分析することも,不 連

続性 のために困難であった。同様の問題は,外 国生まれやマイノ リテ ィの生徒の分類 にも見ら

れた。

B.在籍者 のデー タは,必 ずしも生徒の関心 や動機 を反映し ない

数量的分析では,S&T科 目の生徒数における傾 向を解析す る。 しか し,こ れは,S&T学 習に

興味のある生徒数が減少 している可能性 を正 しく測定できるとは限らない。例えば,S&Tは 名

声ある学問であるために,入 学定員が制限 されていれば,S&Tへ の興味が低下 したからといっ

て,す ぐに生徒数の減少にはっながらないであろ う。受け入れ可能な定員数に対 して・それ以

上に,必 要な資格をもつ受験者がいるものである。た とえ,実 際の受験者数は減少 しつつある

としても,入 学者数は変わらないことになる。 このよ うに,科 学を学習 したいと思っている人

の数に関する減少は,実 際の在籍者数における減少 と結びっかないのである。 この理由のため

に,科 学の学習への関心の低下は,在 籍者数として記録 されているよりも,よ り進行 している

かも しれない。 さまざまな学習領域に対する若者の実際的な興味や選択の背景理由を測定す る

動機の調査は,通 常,1回 限 りの実施か,(PISAの ように)か な り長い期間をおいて実施を繰

り返 している。 こうした調査は,重 要な定性的な情報を提供 しっつある一方で,興 味や動機 に

関す る十分な数量的測定としては認められない。
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提言

・ 一貫性のある,意 味深い,調 査範囲の広い定量的な指標が,INES(国 別教育システムインジ

ケータ)事 業の下で開発 されつつある。 この努力は,さ らに促進 されるべきである。傾向を

正確 に評価するために,国 は国際水準で特定の指標に対 して同 じ要素を測定できるよう極力

努力すべきである。例えば,卒 業生や修了生の数 と大学院生の数をはっき りと区別 した り,

外国籍学生についてより良い定義をもつ必要がある。教育統計における新 しいISCEDの 定義

を用いることは極 めて価値の高いことであるが,さ らなる改善が必要である。例えば,科 学

と工学(エ ンジニア リング)の 明瞭な区別や,(バ イオメデ ィカルエンジニア リングな どのよ

うに)ハ イブ リッドな学問領域を考慮に入れることなどである。そのような測定が学習領域

ごとにこれまでになかった統計情報を各国にもたらすのに役立ち,そ うしたデータ収集の実

現を可能にする。よ り良いメタデー タと入学者に関する個別のデータを集 めるべきである。

・ 入学者 と卒業者のデータは,そ れ 自身では,S&Tの 学習への生徒の興味を監視(モ ニタ)す

るのには不十分である。にもかかわ らず,そ れ らの情報は大変重要であ り,現 象 自体の分析

に加 えて,新 たな政策の効果を測定することにも重要である。そのため,国 際水準で,適 切

な分析モデル と指標が定義 される必要がある。例えば,S&T領 域の定員に対する受験者数や,

単なる在籍者数(国 によっては入学に選抜試験を適用 している)よ りも学問的な水準を示す

こと,中 途退学者や転科学生を測定す ること,(伝 統的にS&丁 学問領域を選択する)ベ ス ト

な学生の選択に関す る情報を入手することな どである。(PISAやROSEと いった)国 際調査

は,生 徒の動機 に関して調査 してお り,長 期間にわたる傾向の分析を可能 とすべきである。

3.女 性はS&Tの 学習において依然著 しく不利な状況にある。

女子生徒は,S&Tの 履修者数を増加 させる最良の明らかな資源である。このことは,OECD諸 国

のマイノ リテ ィグループに属す る若者にも言える。彼 らの選択に影響する要因 と,こ れ らの学問

領域で成功 を収めるのに影響する要因は重複 している。しかし,こ うした問題に取 り組む ことは,

社会的経済的な要因を含む数多 くの複雑 な要因が相互作用するために容易でない。

多 くの調査 によって,男 子 と女子 との間に,科 学と工学(エ ンジニア リング)に 関する経験や興

味やそれ らに対す る態度に明 らかな差があることが示されている。したがって,そ うした態度が,

彼 らの学習選択 における違いとなって現れることは驚くものではない。 さらに,女 子は事実や事

物 よりも人によ り強い興味を示す傾 向があ り,そ の違いがS&Tが 教えられ る過程で増幅 され,

S&Tの キャリアの認識に違いを生む。こ うした差は能力に関するものではな く,女 子はS&Tに

おいても同様に成功す る傾向があ り,特 に,早 い段階ではそ うである。専門家の中には,男 女 と

もに,平 等な機会を提供するために教育プ ロセスを再設計することに取 り組んでいるものもいる

が,そ の仮定や手法,達 成 される結果な どに関 して未だコンセンサスを得 るに至っていない。
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マイ ノリティの学生の中には,S&Tの 学習機会を殆 ど受けていないものもいるが,多 くの国で詳

細な分析を欠いている。低い達成率 と高い中途退学率を懸念するOECD諸 国は少な くないが,社

会経済状況や文化的環境 的要因の違いなどにより,分 析 と解決法は複雑で困難である。

結果

A

.S&T学 習におけ る女 子の割合は,増加し つつあるが,依然,男 子の割合に距離 がある。

高等教育における女子学生数は,男 子学生の場合 よりも急速に増加 してきた。しか し,S&T学

習を選択する女子学生の割合は,男 子の場合よりも依然低い(図5)。 さらに,た とえ,S&T

の女子学生割合が最 も低い国でより明 らかな割合の増加が見 られ るとしても,最 も効果を上げ

ていると見られる国においてさえ,S&Tの 女子卒業生の割合は,40%の 天井を抜けられない。

たぶんに,特 定のい くつかの領域を女子が選択的に選ぶ傾向があるためである。

E学問領域 の選沢は,強く性別依存的 である。

殆 どの国において,計 算機科学 と工学(エ ンジニアリング)の 女子生徒の割合は25%未 満であ

る。対照的に,生 命科学には,一 貫 して男子よりも多くの女子がいる(図6)。 女子学生の割合

は,分 析 された国々の中で,各 学問領域においてかな り同質的であった。 しか し,女 子学生の

入学者や卒業者の傾向をそれぞれの領域で見ると,そ れは国によってかなり異なっている。

C.女子（とマイノノティの学生）は否定的な圧力やステレオタイプな見方を受けやすい。

若い女子生徒は,外 部からの期待(保 護者や教師や一般社会か ら)に 関連 してステ レオタイプ

な見方に苦 しんでいる。成績は男子と同程度かそれ以上であるにもかかわ らず,女 子は家族や

教師や職業ア ドバイザーか らS&Tの キャリアパスに進む よう励まされ ることは普通はない。教

育のプロセスも同様のステレオタイプな見方を反映 しがちであり,例 えば,男 子は創造性や想

像力を褒められ,女 子は困難な作業や忍耐 といったよ り平凡な達成を褒められやすい。女子は

彼 ら自身の達成やS&Tを 遂行する能力を過小評価する傾向にある。女子はまた,ロ ールモデル

(有名 な科学者や家族など)を 欠いている。いくつかの研究が,家 族 にモデルがいることが,

女子がS&Tの 学習を進める能力に自信を強めることを示 している。このよ うなステ レオタイプ

な見方は,ま た,マ イノ リティに属 している生徒にとっても当てはまる。女子 もマイノ リティ

の学生も,S&Tを 学習する学生によって構成 される同質的な男子に優位な大多数のグループの

中で自分が孤立していると見ている。
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提言

・ 優先的な手段を講 じることによって女子生徒を有利にすべきである。そ うして,S&Tの 学生

とな りうる大きな予備軍を構成できる。 しかし,こ れは「女子のみ」を対象 としたプログラ

ムによって達成 しないことが望ましい。 とい うのも,さ ま ざまな利害関係者が,女 子に対す

る信用度 を低下させかねないか らである。

・ 理想的には,均一なS&Tの 教育システムをすべての生徒に対 して適用すべきである。そ して,

すべての生徒が,彼 らの潜在能力のすべてを,巧 妙ありうは明白な差別を受けることな く,

発揮できるもの とすべきである。

・ 教員研修 とカ リキュラム及びロールモデルの開発に関する改革が必要である。学習状況 と指

導法が女子生徒にもっと魅力的となるように修正 されるべきである。例えば,S&Tが もた ら

す社会的な利益を強調すべきである。

・ 教科間連携や生徒の相互作用を促進すべきである。

・ 女子 とマイ ノリテ ィの学生がS&Tに 関するキャリアに進むことを支援するためのモニタリン

グ(監 視)プ ロジェク トを奨励すべきである。

4.科 学者に対す るイメージは肯定的でも,S&Tの 専門家になることの魅力は希薄になった

イメージと動機に関す る調査は,若 者の間で科学やテクノロジーに対する認識は概ね肯定的であ

ることを示 している。科学 とテクノロジーは,社 会 とその発展に重要であると考え られている

(SASやROSE調 査の結果では,OECD諸 国よりも発展途上国ではよ りその傾向が強い)。 しか

し,特 定の領域では,S&Tの 環境や社会に与える否定的な影響 に結びつけて心配もしている。科

学者について も,そ の名声が後退 しつつあるとしても,市 民が最も信頼を置 ける専門家であると

見な されている(高 位の企業人や政府関係者には科学者やエンジニアは皆無に等 しい。また,S&T

のイベ ン トに関するメディアの報告は,研 究者 自身に焦点を当てないため,研 究者がその名前を

知 られることは殆 ど無い。)

S&Tで のキャ リアは,保 護者か ら依然推奨されている。 しかし,S&Tに 関する若者の肯定的な

見解 とS&Tの キャリアに進みたいとする実際の意欲 との間には,は っきりとした違いがある。

S&Tを 専門 とす る道は,発 展途上国の若者 には強い関心をひきつけ続 けているけれ ども,産 業化

された国ではもはや通用 しない。 このことは女子にはさらに嫌われやすい(た だ し,健 康関連の

専門を除く)。多 くの若者は,こ うしたキャ リアとそのライフスタイルに否定的な認識をもってい

る。収入についても,携 わる仕事量 と求め られる学習の困難 さに比 して,低 いと見ている。科学

が関連する専門職 について完全あるいは正確な理解 を有する子 どもはほとん どいない。また,多

くの子 どもは,S&Tの 学習によって開かれ るキャリア機会の範囲について無知である。
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結果A

.若者はS&Tの専門家に ついて,曖昧 な考え しかもたず,し ば しばステ レオタイプに捉 えてい

る。

生徒たちは,S&Tの 専門家たちが何を実際にしているのかについての知識をしばしば欠いてい

る。彼 らが知っていることは,し ばしば人的な相互作用(多 くはS&Tの 教師か家族の誰か と)

か ら,あ るいは,メ ディアを通 じて得たものである。科学者は,通 常,白 衣を着た 白人 として

描かれ,エ ンジニアは,汚 れた退屈な作業をす る人として描かれ る。S&Tの 専門性が急速 に進

化す るとともに,S&Tの 教師やキャリアア ドバイザーは生徒に伝 えるべき最新の情報を しばし

ば欠いている。したがって,若 者はS&Tの 専門家たちが実際に何をしていて,ど んな生活をし

ているのかについて殆 ど学ぶ機会がない。S&Tを 専門 とするさまざまなキャリアは,全 体的に

展望や財政に貧 しく職の確保に不安が増 しているとい うメディアからの報告に影響 されている。

しか しこうした現象は,事 実 としては主として研究者に適用 され るものである。加 えて,若 者

たちに とって家族との人生を満足 させ ることが重要であるが,そ のことと,キ ャ リアで成功を

収めることとが適度にバランスを保てる可能性について,S&Tを 専門とすると困難になると捉

えている。

B.S&Tの 学習を進めることとS&Tの キャリアに進 むことに 対す る前向 きな決断は,し ばし ば

より良い知識に結 びついてい る。

S&Tで 働 く家族や保護者をもつ ことが,生 徒がS&Tを 選択する可能性 を高めるとい う調査は

少なくない。専門家と交流 した経験は,生 徒の選択に強い影響 を与える。 このことは,こ れ ら

の専門領域での適切なロールモデルを持たない女子には特に重要である。S&Tの 学習を選択す

る決断は,ま た,伝 統的なS&Tの 専門以外には,生 徒のキャ リアに関する知識に依存すること

になる。 したがって,多 くの生徒は,さ まざまな教育経路を通 じて,彼 らに開かれる専門性の

範囲に敏感であ り,高 等教育 レベルのS&Tの 学習は,し ば しば誤って技術的なキャリアに関す

るとても幅の狭い選択を導いて しまいがちである。

C.S&T関す るコミュニケ ーションの影響をより正 しく測定す る必要 がある。

多 くの取組みが異なる段階でS&Tの キャリアと学習を推進するために立ち上げ られてきた。政

府の動きは,し ば しば社会における科学と科学者のイメージにターゲッ トを当ててきた(科 学

週間,科 学の 日な ど)。また,多 くの取組みが専門的な科学関連機関によって提供 されている・

コミュニケーションは,科 学そのものに焦点を当てがちで,S&Tの 専門の実像には焦点が当て

られない傾向がある。若者の態度 と彼 らの学習やキャリアの選択の両者に実際上の影響を与え

るさまざまな活動は,う まく評価されていない。 さらに,さ まざまな利害関係者間のコミュニ

ケーシ ョンもしばしば不十分である。
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提言

・ 生徒たちが,S&Tの キャリアに関 して,正 確で信頼のおける情報 そ して,非 現実的だった

り誇張 された りした描写の無い情報 を入手できるよ うにすべきである。そ うした情報は,独

立 した観察者によって集められ,教 育のコミュニティや保護者や生徒に利用可能 とすべきで

ある。S&Tの 職業に関するより良い情報は,専 門家 との直接的な交流によって提供 され るべ

きである。政府 は,そ うしたアウ トリーチ活動 と,そ の効果の測定のために,資 源を確保す

べきである。

・OECDの 会議では,多 くの参加者が科学への関心低下に懸念 をもつすべての人々が関与す る

よ うな継続的な活動が必要 と主張 した。利害関係者(教 育 リソースセンター,産 業界のコミ

ュニティ,S&T教 育の専門家,生 徒,教 師のコミュニティ)間 のネ ッ トワークを結成 し,国

間や コミュニテ ィ間で,ベ ス トプラクティスの情報を共有すべ きである。

5.科 学 とテクノロジーの教育 とカ リキュラムを改革する必要がある。

生徒の選択にとって,教 育内容 とカ リキュラムは本質的な要素である。履修者数の低下の原因は,

しば しば科学の授業が面白くない ことや内容が難 しいことに帰属 され る。

教育システムは,小 学校 と中学校段階で,2つ の矛盾する要求を満たす必要がある。第一は,す

べての市民が所有すべきS&Tの 基本的な知識を身に付けさせ,科 学的思考に精通 させ,ま た,科

学への好奇心や関心を発達 させることである。第二は,将 来のS&Tの 専門家につながる詳細な知

識 を提供す ることである。第一の要求は,よ り参加型のアプローチで興味関心に焦点を置いてい

るが,第 二の要求は,よ り概念的で発展的な教材 を教えることを伴 う。二つのタイプの教授方法

と内容を適度 に混ぜ合わせて用いることが困難である。 この問題は,長 い間理科教育での議論の

中心にあった。

結果

A.早い段階でS&Tに肯定的に触れ るこ とが大切 である。

生徒たちの教育 とキャ リアの選択は,主 として,あ る特定領域への興味 と,情 熱に基づ くもの

である。S&Tに 対する興味は,小 学校の早い段階で現れ,長 期追跡的調査では,こ うした興味

は11歳 と15歳 との間にほぼ安定することが示唆 されている。早い段階での体験を促進す るこ

とは,教 師(S&Tへ の自身 と魅力を高めること),教 育内容(ハ ンズオン体験)と 生徒(教 科

外活動,コ ミュニケーション,な ど)に よって可能 となる。
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B.S&Tの 学習に対す る意見を持たないことは,し ばしば否定的な教育経験につながる

小学校の子どもたちは,科 学 とテクノロジーに対 して素朴な好奇心を持っている。 しか し,彼

らの教師の多くが十分な研修を受けていなかった り,科 学が不得意だった り,ハ ンズオンの実

演が苦手だった りする。指導は,し ばしば理解 よりも記憶に頼 りがちとなり,重 い作業負担か

ら,実 験 に時間を殆 ど割 くことがない。中学校では,生 徒たちは教科 と社会や実世界 との関連

を感 じたい と認識する。 ところが不幸にも,教 えられる事柄が しば しば先端的な科学や今 日の

S&Tめ 応用と乖離 していて,よ り年少の時に獲得 した興味を削ぐことになりがちである。S&T

への興味は15歳 辺 りで最 も急激に低下することが観察 され る。このことは,ま た,性 別の区別

が将来の方向性の選択に結びつ く時でもある。残念にも,カ リキュラムは しば しばあま りに難

しくて,主 たる教科 としてS&T領 域を選択 しない生徒が,後 になって科学に戻ってくることは

無いのである。

C.高等教育 にお いて,S&T新 たなより流 行的な科目と 競合 しなくては ならない

生徒の興味を失 うことによって最も影響を受ける学問は,高 度に理論的な内容をもつ数学や物

理や化学である。後期中等教育や高等教育段階では,S&Tの 科 目は,新 たなより流行的科 目(マ

ネー ジメン ト,マ ーケッティング,メ ディア研究,な ど)や,よ り就職市場にかんれんした り

社会的関心のある職業的な科 目と競合 しなくてはな らない。内発的な興味の他には,キ ャリア

の展望は,若 者の選択に影響を与える最 も重:要な要因である。実験結果は,大 学で学習する学

生数 は,S&Tに 関係するキャリアに関するより良い情報を与えることと,よ り関連 性がありよ

り興味深い内容を反映 した高等教育プログラムを再編 し再定義することによって増加すること

を示 している。
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提言

・ カ リキュラムには,よ り早い段階で別の選択をした生徒たちが,S&Tの 学習に戻ってきたい

時に2度 目の機会を提供できるよ う,よ り柔軟性を持たせる必要がある。

・ カ リキュラムは,現 代の実際的な科学 とテクノロジーをうまく反映するように再設計 され る

べきで,ま た,社 会に対する科学 とテクノロジーの貢献を強調する必要がある。焦点化 され

るべ き特定の活動 としては,S&Tの 専門家 と交流す ることに,最 先端の科学 とテクノロジー

と現代生活 における応用的側面に触れ させ ること,S&Tの 役割 と社会的関連性についてディ

ベー トさせ ること,及 び,科 学授業で人間性 を強調する活動である。 授業はまた,情 報のみ

に頼 るのではなく科学の諸概念や諸方法の教授により焦点を当てるべきである。こうした目

標が特に中等教育では重要となる。

・ 高等 教 育のS&T教 育 にお いて は
,専 門的 なスキル と学際 的な学習 が促進 され るべ きであ る。

過度 に専門化 され た り,社 会的要 素 を欠い た りしたカ リキ ュラムは,い くらかの生徒 のグル

ー プ を ,S&Tの 学習か ら遠 の けて しま う。 さらに,コ ミュニケー シ ョンやプ ロジェク トマネ

ー ジ メ ン ト
,チ ー ム ワー クな どのス キル は,S&Tキ ャ リアにおいて も次第 に価値 が高ま りつ

つあ る。S&Tの 展望 を拡 げ る新た なプ ログラムは,多 くの生徒,特 に若 い女子学生 に対 して,

よ り魅 力 のあ るもの とな りつつ あ る。

6.教 員研修 と教員資格に注意が必要である。

とりわけ小中学校段階で,生 徒の将来への学習やキャリア選択 に教師が与える影響が大変重要で

ある と常々報告 されている。知識の伝達に加 えて,教 師は(直 接,間 接に)キ ャリアア ドバイス

を提供 し,ま た,彼 ら自身がロールモデルとなる。

教師の初期研修 と継続す る研修は,教 授の質と,科 学 とテクノロジーの学習に対する生徒たちの

態度に影響する動機付けの要因にも影響を与える。しかし,教 師は,彼 らが教授法を反省 した り,

自身 の知識を拡張させるための リソースや機会を欠いているとしばしば報告する。国によっては,

S&T領 域での教師を採用することが徐々に難 しくなってきている事実に懸念を表明 している。

結果

A

.S&Tに関す る不十分な知識がS&T科目に対す る教師 の自身に 影響して いる。

調査 し くの国では,大 抵の小学校教師は非理工系の教育を受け,ま た,S&Tに 関す る特別

な専門性研修を受けていない。 中等教育においても,教 師が自分の能力適性 を欠いている教科

を教えることを求められた場合は,同 様の事態 となる。小学校段階では,教 師たちは科学的方
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法の本質を伝 え,子 どもたちに興味 と熱心 さを育むことが期待 されるが,教 科 と知識 と子 ども

に感 じて欲 しい事柄について不確かであると,そ のことは困難である。

B.教師た ちはS&Tに関す る最 新の知識 とキャリアに関す る情報を必要 としてい る。

科学 とテクノロジーは,急 速に進化する教科であ り,多 くの国では中等教育の教師の平均年齢

が高い。 さらに近年の発展に関する研修が,し ば しば欠落 していたり,理 論的な内容の説明を

欠いている。結果 として,彼 らは職務に強い意欲 をもっているにもかかわ らず,S&Tの 多 くの

教師たちが,彼 らの知識の更新を必要 とし,生 徒たちが最 も興味をいただく最近のS&Tの 発展

に精通 していない。科学的なキャリアについても急速に変化 しているが,殆 どの教師たちは生

徒たちのためにキャリアの展望に関する情報を入手す る手段をもっておらず,し たがってキャ

リアア ドバイスに積極的でない。

D.S&Tに 関する肯定的なイメージを伝えるには,熟 達 した指導が必要である。

科学 とテクノロジーの学問領域は,通 常,難 しいものとレて捉 えられてお り,生 徒の成績は,

一般 目的の能力全体の測定結果 としてしば しば用い られ るため
,生 徒 と保護者に とって不安 を

生み出している。こうした障害を克服するためには,良 質な教授スキルが必要で,S&Tに 関す

る強い内発的な価値観 を育み,S&Tの キャリアの利点を伝 える必要がある。 しかし,S&Tの

教師たちは,し ば しば,彼 らの特定の教科の資質能力を基礎 として採用 され るため,こ うした

必要性に対応できない。 多くの国では,教 員採用は,教 授 スキルに関 していかなる必須要件 も

示 していないか,継 続する研修 をもたない。特 に高等教育でこの問題は深刻であり,教 師たち

は,通 常,彼 らの研究成果のみで評価され,高 い中途退学者割合につながる要因 となっている。

提言

・S&Tに 関する研修を必要とした り再教育を受 ける教師たちに,誘 因や リソースが与えられる

べきである。それは,生 涯学習の柔軟な枠組みの一部 として提供 され るべきである。教師た

ちは,彼 らのスキル と知識をを向上させ る努力に対 して報われ るべきである。それは必ず し

も経済的な報酬でなくてもよく,例 えばサバティカル(長 期研修)の 形式でもよい。特別な

初期研修 も必要である。教師たちはそれによって,無 意識に生徒たちに,特 に女子やマイノ

リティの学生に,伝 えるかもしれないステ レオタイプな見方に対する認識を深めることがで

きる。報酬は教師 とS&Tコ ミュニケーシ ョンに時間を割 く学者に対 して与えられるべ きであ

る。

・ 教師たちの諸協会 と教育省が協力 して,小 学校から大学段階までの教師のネ ットワークを構

築 し,S&Tの 学習に関する要件や教授実践についての情報を共有すべ きである。教育の段階

によって状況は異なるけれ ども,教 師のコミュニテ ィ間で討議 し共有すべき共通の特徴や教

訓が存在する。
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第8章CA証1英 国における先進的思考 力育成プログ ラム

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.CASEプ ログラム の概要

本章 では,英 国におけ る論理的思 考力 の育成に効果 を上げてい る先進的 な教 育プ ログ ラム とし

て,CASE(CognitiveAccelerationthroughScienceEducation） を取 り上 げる。CASEは,英 国 ロ

ン ドン大学キ ングス ・カ レッジ校 で,1980年 代 に開発 され た科学教育プ ログラムであ る。論理的

思考力 が具体的操作期 にあ る生徒 を よ り効果的 に形式的操 作期 に引き上 げるため に工夫 され た学

習プ ログラム となっている。CASEの 学習は,11歳 か ら14歳 までの生徒 の論理的思 考力 を発達 さ

せ る ことを 目的 として,正 規 の理科授 業 とは別 に,1回70分 程 度の授 業ユニ ッ トが2週 間 に1度

ほ ど,2年 間に渡 って行われ る。

CASEの 教材 は,以 下に示 す計30回 の授業で構成 され,各 授業 は,「 変数 」や 「分類:」「比例」「相

関」とい った論 理的思考パ ター ンの いずれ かを学習す るた めに,「 ワラジム シの行動 や 「サイ コ

ロを投 げる」 とい った具体 的な素材 を用いて指導す る もの となってい る。数 回の授 業 を通 して,

生徒 た ちは,徐 々に特定 の論理 的思考パ ター ンに習 熟 し,そ の思考パ ター ンを 自分 で別 の状況 に

適 用で きる よ うに促 され る。

CASEで の30回 の授業名と育成する論理的思考パターン

1変 わるものは何か?

22つ の変数

3ど んな関係か?

4「 公正な」テス ト

5転 がるボール

6グ ループに分ける

7さ らに分類する

8ギ ヤと比率

9手 押 し一輪車

10幹 と枝

11つ りあいを保つ

12電 流と長さ,太 さ

13豆 をサンプリングする

14豆 の成長

15選 択肢

16相 互作用

17コ インを回す

18お 茶の味見

変数

変数

変数

変数

変数

分類

分類

比例性／比率

比例性

反比例性

反比例性

反比例性

確率

確率

組み合わせ

変数

確率

確率
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19ワ ラジムシの行動

20処 理と効果

21サ ンプリング:池 の中の魚

22サ イコロを投げる

23物 質の状態を説明する

24溶 液を説明する

25化 学反応を説明する

26圧 力

27浮 かぶ,沈 む

28丘 を登 り谷を下る

29ダ イバー

30つ りあいをとりもどす

相関性

相関性

確率

確率

形式的なモデル

形式的なモデル

形式的なモデル

合成変数

合成変数

平衡

合成変数

平衡

CASEプ ログラムを実施 した学校群では,生 徒がCASEの 学習を終えてか ら数年後に行われる中

等教育一般資格試験(GCSE)に おいて,「科学」の成績のみならず,「 数学」 と 「国語(英 語)」 に

ついても,CASEを 実施 していない学校群 と比較 して,統 計的に明らかに上回った成績が得 られて

いる(詳 細は,次 稿のフィリップ ・アデイ氏の論文を参照)。 これは,論 理的思考パ ターンに,「比

例」や 「相関」「確率」といった数学的な考え方が含まれていることに加え,「 国語」の主たる教

育 目標 の一っが 「論理的思考力の育成」であるように,CASEに よって論理的に考え,表 現する能

力が高ま り,国 語での文章の意味や構造を理解 した りうまく表現 した りす るカに良い効果をもた

らすのだ と考えられる。

CASEの 成功を受 けて,現 在では,さ まざまな領域での 「認知的加速プログラム」が開発 され普

及 しつつある。数学の題材を用いるものはCAMEと 呼ばれ,CASEと 同様に中学生に対 して2年 間

で30回 の授業ユニ ットが設定されてい る。テクノロジーの題材を利用 したCATEと い うプログラ

ム,よ り年少児向けの認知的加速プログラムとしては,小 学校 中学年向けにLet’sThinkthrough

Science,さ らに低学年向けにLet'sThinkが 開発 されている。また,最 近では,CASEの 理論を

採 り入れつつ一般的な理科の教科書 として,中 学生向けのThinkingthroughScienceが 開発され

ている。

このよ うに,CASEに 続いて,多 くの認知的加速プログラムが普及 してきたのは,CASEが 確かな

理論的根拠 を持って設計されていることに加え,信 頼できる教育成果を示 してきたこと,さ らに

は,普 及のための研修プログラムを実施 してきたことなどが考えられる。その詳細について,本

研究では,2004年2月 にCASEを 開発 したフィリップ ・アデイ氏を招聰 し,多 くの理科教育関係

者 とともにCASEに ついて学ぶ機会を得 ることができた。次項では,そ の際にアデイ氏に執筆 して

いただいた論文の訳 を掲載す る1。

2.「 思考に関する科学』の文脈と しての 「科学」

1本 訳は,英 語の原文 とともに,既 刊の研究成果報告書 『英国における科学的探究能力育成のカ

リキュラムに関す る調査』(2004)に 収録 されたものである。
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「思 考 に 関す る科 学 」の 文 脈 としての 「科 学1」

フィリップ・アデイ

(ロンドン・キングスカレッジ ・思考促進センター)

(訳 小倉 康)

第1節 はじめに

本論文 は、「科学教育 による認知的加速(CASE)」 と呼ばれ る一つの刷新 に関 して、そ の起源 と構

造、及び効果 につ いて述べる。 その名の通 り、CASE(ケ イ ス)は 、私たちがい かに思考す るか、

また思考がいかに改善 され るかに関す る心理学的理論 と しての思考 に灘 する科学に基づ いて、学校カ

リキュ ラムにお ける科学 を思考強化の手段 として用いてい る.

CASEは 、約11歳 か ら14歳 までの生徒たちに対する科学カ リキュラムにおけるある干渉 として

設計 されている。それは、まとまったカ リキュラムではな く、ほぼ2週 間に一度、正規 の科学 の活動

に置 き換わる活動である。それは、1970年 代に、連合 王国(及 び世界 中)で 、科学 のカ リキュラム

で扱 われる概念 の多 くが、意図 してい る生徒たちの知的能力 を超 えた要求を してい るとい うことを示

した ロン ドンのチ ェル シーカ レッジで行われた研究 に起源 を発 してい る。

マイケル ・シェアー教授 の率いるチ ェル シーカ レッジのチー ムは、困難 さとい う問題 に対 してある

科学的なアプ ローチを採 った。われわれは学校の母集団に関す る知的プ ロフィー一ルについての正確な

記述 を必要 とす る一方、他方で科学概念の困難 さの程度 を測 定 し記述す る方法 を必要 と した。 ピアジ

ェによって組 み立て られ た認知発達 の理論は、われわれが必要 としたまさにそ うした記述 をわれ われ

に与 えて くれ た。異なる段階で利用可能 な思考のタイプに関す る彼の記述を頼 りに、われ われ は(1)

カ リキュラムの教材が求 める諸々の認知的な要求を分析す ることを可能 とす る測定手段 を開発 し、ま

た(2)認 知的発達に関す る集団テス トを開発 した(Shayer,Wylam,Kuchemann&Ade,1978)。 そ

れ らを、イ ングラン ドとウェールズの学校 の母集 団での異な る年齢 ご とに子 どもたちの思考の段 階を

立証す るための非常 に大規模な調査 において用いた。学校の母集 団の多 く一たぶ ん大多数 一の能力に

とって、科学のカ リキ ュラムは非現実的な要求 を している とい うこ とが 明確 に示 され た(Shayer&

Adey;1981)。

この問題 へのアプ ローチ には原理的 に、科学のカ リキュラム をよ り易 しくする ことか、生徒 の知的

能力 を向上 させ るこ と、とい う2つ の可能性 がある。前者 は比較的容易ではあるけれ ども、学 問的か

つ政策的な困難を免れないで あろ うし、いかにも敗 北主義者の解決法 と見なされて しま う。生徒たち

の思考す る能力を高 めるこ との展望 にはひるんで しまいがちであるが、ま さにこれ が1982年 に始ま

ったCASEプ ロジェク トの 目標 だった。

1訳 注:本 翻訳 においては、“scie:nce” が学校で学習 され る教科 として用い られ る場合 も 「科学」 と

訳 し、 日本 にお ける呼称である 「理科」は用いていない。

－181－



第2節 背景にある心理学

私たちが意味する 「認知的加速」は、ピアジェが 「形式的操作」として述べるところの、抽象的で論

理的で多変量的な類の思考へ向かって、異なった段階にいる生徒たちの 「自然な」思考力の発達を加

速する過程のことである。形式操作的思考は、一度に多くの変数を頭の中で保持する能力によって特

徴づけられる、たとえば、論争の二つの側面を比較検討することができた り、ある特定の一連の行動

の利点と欠点を公平に検討できた り、また、ある結果(た とえばグルコースの生成)に ついて多くの

入力変数(た とえば太陽光、二酸化炭素、水)の それぞれの影響 と合成 された影響の両面で捉えるこ

とができることなどである。ピァジェは、このような類の思考は、自然な知的発達の過程 として、1

4な い し15歳 辺 りの子どもたちに利用できるようになると示唆 した。しか し、チェルシーでの私た

ちの調査では、そ うした思考ができる16歳 たちはたったの30%に 過ぎず、また、この結果は、米

国の大学1年 生に関する研究、世界の他の地域の同様な(小 規模ではあるが)調 査によっても支持さ

れた。

1970年 代の終わ り頃までは、認知的加速の試みはほとんど成功の証拠を示せないでいた。しか し、

そ うした研究は、かなり短期的で直接的な教授法を用いたもので、まるで情報を処理するための心的

な能力がひ とまとま りの新たなルールによって変化 しうるかのようであった。私たちはそ うした取 り

組みには欠陥があると考えていた。とい うのも、心的な処理能力は挑戦 しがいのある問題によって能

力を要求 され るのに応 じてゆっくりと成長するものと信じていたからである。このことが、CASE

理論の6っ の 「柱」の第一番 目である謝 劒赦甥塵を私たちにもたらしている。認知的葛藤は、生徒が

自分では容易に解決することができない問題に遭遇する時に起こり、その問題は大人やより能力の高

い友人による慎重に組み立てられた助けによって解決されたり、あるいはその問題の性質についての

理解を深めた りす ることになる。認知的葛藤の原理は、ヴィゴツキー(1978)に よって研究された 「発

達の最近接領域」(ZPD)の 考え方に要約されているものでもある。ZPDと は、子 どもが助けを

借 りないでできることと、大人の助けを借 りてできることとの違いである。 ヴィゴツキーは 「・・・

唯一のよい学習とはそれが発達に先行 していることである」と述べている。言い換えれば、子どもの

能力の範囲で済む学習課、題は、認知的成長を刺激す る挑戦の機会を与えてはいないのである。CAS

Eの 活動は認知的に挑戦することになるように設計されている。

ヴィゴツキーは私たちにCASEの 第二番 目の 「柱」である巻会願 纏蘂をももたらしている。ソビ

エ トの一人の優れた心理学者 として、ヴィゴツキーは人々がともに知識を構築するために働きかける

とい う事実、それが一つの社会的プロセスであるとい うことを強く意識 していた。私たちは、社会的

相互作用を通 じて、他人に話しかけ、他人と議論 し、耳を傾け、また徐々に私たちの理解 を構築して

いる。CASEを 教 える教師たちは、優れた社会的相互作用を促 し、礼儀をわきまえて異なる意見を

発することを助長す る学級の雰囲気を醸 しだし、さらにそれが人の考えを変える上でまったく正しい

ことであるとい うことを学ぶ。

CASEの 第三番・目の柱は、メタ認知 の刺激である。メタ認知は本質的には「自分自身の思考につ

いて思考すること」を意味するが、認知心理学において極端に流行 した観念 として、メタ認知の言葉

はさまざまな用法で用い られてきた(Brown,1987)。
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私たちは、もし私たちの思考をいくらか制御 して、つま り、思考する者 として自分たち自身を意識す

るようになれば、その時のみ、私たちがより高い次元で思考するように自分 自身で成長 させることが

できる。CASEで は、生徒たちがある問題をいかに解決するかとか、彼 らがその間題の何を困難で

あると見いだすか、彼 らがいかなる類の推理を用いるか、彼 らがどのように助けを求めるか、そして、

彼らがいかなる類の助けを必要とするかといったことについて、生徒たちが時間をとって熟考するこ

とを促 され る。このことは、時間を消費するとともに、きわめて行 うことの難 しいことであり、教師

も生徒も、彼 らの取 り組み方が、よりメタ認知的なものとなるために、はじめは多くの助けと刺激を

必要とする。

CASE理 論には、もう2つ の柱がある。一つは翼働 灘 の考え方である。生徒たちに、単にあ

る難 しい問題を提示するだけで、認知的加速のはたらきをする認知的葛藤を期待することはできない。

そこには、その問題の専門用語が、用いられる器具 と問題が設定されている状況とともに導入 される

準備の段階がなくてはならない。その目的は、遭遇 した困難さが確かに知的困難さにのみよるもので

あり、可能な限 り、用語や状況に関する問題 と区別されることである。最後の柱は蘇 づ〃(訳 注:

ブリッジングの直接の意味は橋を架けること)で あり、それはCASEの 活動の特定な状況で成長 さ

れる諸々の思考様式を他の科学や数学、その他のカリキュラム要素における諸状況に関連づけ、さら

に現実生活におけるさまざまな経験に結びつけることである。もし、ある特別な状況で成長させられ

た推理を、広 く利用可能なものにしたいならば、それは抽象化 されて、いかに一般的な思考ツール と

して用いることができるかが生徒に示 されなくてはならない。

図1は 、これ ら5つ の柱の互いの関係を図解である。

図1:5つ の 「CASEの 知恵に関す る柱」

具体的準備 問題を設定するために必要な用語

認知的葛藤

認知的な挑戦に応 じて

思考が成長する

メタ認知

関係づけ

構築
生徒たちは彼ら自身で推理のプロ

セスを組み立てなくてはならない

問題解決のプロセスを熟考する
ことが本質的に重要である

CASEの 状況で成長させられた推理の

諸パターンは、他の諸状況にブリッジ(端

架け)さ れなくてはならない

螺旋状の矢印で示されている認知的葛藤 と社会的構築との関係は複雑である。ある問題に直面した

とき、私たちは単純な解答を探そうとする。私たちは問題全体の分析を 「途中省略」(直訳は 「短絡」)

して、その状況が直接必要とするある調和に到達 しようとす る。
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たとえば、どんな要因が鉄をさびさせ るかを決定することと、水中の釘が乾燥 した釘よりも速 くさび

ることを見いだすこととにおいては、生徒たちは 「さびは水によって引き起こされる」という解で満

足するだろうが、同じように空気に関してあるかもしれない影響について、より詳 しくは調べようと

しない。認知的葛藤iはそれだけでは概念の再構造化を自動的に導 くものでも、十分な理解に到達する

ものでもない。認知的葛藤は、持続 されなくてはならず、また持続は教師の注意深い発問を通 じての

み可能となるのである。このことは、認知的加速に必要となる教授学的特質に関するあるヒン トを与

えてお り、それについては専門性開発(訳 注:一 般には 「現職教育」を意味)に 関する後半の部で述

べるつもりである。

「5つ の柱」は認知的加速の教授学の基礎を規定するものであるが、それ 自身では教科内容の文脈

について何も特定 しない。上述の概要のようなピァジェとヴィゴツキーを基礎 とした教授法は、どの

教科内容においても展開できるだろう。それで、なぜ私たちが数学や歴史や英語といったものよりも

科学を通 じた学習を選んだか。その答えの実際上の要素の1つ は、CASEプ ロジェク トを進めたチ

ェルシーの初期の研究が科学を基礎 としたものであり、また、マイケル ・シェアーと私がともに科学

の出身であったからである。 しかし、少なくとも科学に関する学習を始めることが好都合な、ある理

論的な理由もあった。イネルダとピアジェ(1958)が提唱した形式的操作に関するオ リジナルの詳細な

記述は、変数の制御、比 と比例、代償、平衡、相関、確率、及び諸々の形式的モデルの使用 とい う、

ひとまとま りの心的な「シェマ」によって特徴づけられている。これ らのシェマは、科学者や科学の

教師たちにとっては、実験の設計の要素であった り、自然界の一般的行動パターンを説明であった り

するもので、変量間の関係を示す重要ない くつかの型を記述 したものとして直接理解可能なものであ

る。諸々の形式的操作は、どんな知的領域でのデータをも処理するきわめて一般的な方法であり、形

式的操作のシェマはどんな学問的な教科領域の状況にも解釈できるのだけれ ども、それを科学に応用

す ることはかな り直接的なのである。科学は、高次の思考を展開する際のもっとも明瞭な入 り口とし

て表現 されている。

私たちが1984年 に活動を展開し始めた時には、私たちは上述 したような理論的なモデルをまだ十

分明確に表現 してはいなかった。形式的操作のシェマはどの活動を構造化するかに関する枠組みとし

て設定され、認知的葛藤の 「柱」は認知的加速の中核的プロセスであると認識され、また構成主義は

常にピアジェの認知発達に関する説明の主な柱の一つであった。具体的準備の必要は教師 としての私

たちの経験か ら実際上必要であったもので、また同様にブリッジングはもしシェマが一般化されると

すれば明らかに重要であると思われたものである。しかし、メタ認知の重要性は、私たちが奨励する

類の発問の中に暗黙に存在したころか ら、CASEの 方法の非常に重要な部分として明示されるよう

になるまで、プロジェク ト全体を通 じて入念に練って発展してきたものである。以来、CASEの 設

計 と活動の配置を支える一つの完全なる理論構造としての 「柱」に関するこうした緩やかな進化は、

後に述べるように、教師たちの専門性開発のプロセスにおいてとても重要なものとなった。
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第3節 カリキュラムとしての諸活動の開発

対象集団

1節 で述べたCASEの 発端の時から、私たちは、広い能力の範囲に、つまり科学がどちらかといえ

ば難 しいと意識 している大部分の生徒集団に関心があった。能力に関しては、私たちの対象集団には

80%台 半ばから90%の 生徒たちが含まれている。ここで、認知的葛藤の体験は、個々人の能力に依

存するだろう。ある子どもには興味深 く実 りの多い葛藤をもたらすことが、より能力のある子 どもに

はつまらなく見えたり、より能力の低い友人には理解できないものに見えた りするだろ う。活動を慎

重に設計し柔軟性のある指導法を用いることで、広範なレベルに応じた葛藤をもたらすことが可能で

あ り、その一方で、私たちが対象 としている集団では、11歳 までにすでに形式的操作を用いている

ような極端に能力の高い子どもや11歳 でも前操作期にいて深刻な学習不振に陥っているような子 ど

もを含めることは実行不可能であると考えた。

私たちは、生徒の大多数が形式操作的な思考への準備にある年齢である11歳 から14歳 までを対象

とした。11歳 の女子 と12歳 の男子において、脳発達が活発であるとい ういくつかの証拠(Epstein,

1990)が あるが、これは成人に求められる知的要求に対 して若者が準備するために進化 してきたある

生理的成長プログラムの一部であろう。冒頭で紹介 した私たちの母集団生徒に関する調査では、実際

にはほんの小 さい割合の子どもたちしか、ピァジェがその 「認識主体」で述べた認知発達年齢に達 し

ていない。母集団生徒の調査結果は、大多数の子 どもたちが家庭や学校で与えられている刺激の質が

不足 していることを示唆 していると読みとることができる。

CASEを 行 う年齢に11か ら14歳 児を選択する実際的な事情もある。イギ リスにおいては、11

歳 と何ヶ月かで初等学校から中等学校に移動 し、初等学校では学級担任が全科 目を教えるが、中等学

校では教科担任が教えることになる。科学とい う文脈で干渉 していくには、その干渉の背景にある科

学的な推理パターンの性質について、すでに明確にあるいは暗黙に理解 している科学の教師が必要と

なるのである。

理論モデルに関する主な特徴 と、形式的操作のシェマ、及び科学教師 としての経験 とを踏まえ・C

ASEの 著者(当 初マイケル ・シェアー、その後、私 とキャロライン ・イエーツが加わった)ら は、

私たちの対象集団にとって適切 と考えられる諸々の活動の下書きを始めた。私たちは・自分たち自身

で、また他の研究者たちや教師たちとで、その諸活動の形式 と実践性について議論した。ロンドンの

コンプ リヘンシブ ・スクール(訳 注:一 般的な公立学校)で 、私たちの対象集団をよく表現できる年

齢 と能力範囲で、かつイギリスの都市部学校で社会的人種的に典型的な構成にある学級生徒に対 して

私たち自身が下書き段階の各活動を教えた。
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プ ロジ ェク トが予算化 されて1年 後 に、私た ちはよ り広範 な試 用段階を迎 えた20余 りの活動 を蓄積

した。 では、次 の2つ の活動で、「柱」 を実践に適用す ることを説 明 しよ う。 この教材は、「考 える科

学ThinkingScience」 で出版 された もので ある。

TS4:管 これはプログラムの第4番 目の活動である。それまでの活動で、変数の考え方 と変数の

値、及びその関係が紹介 されている。生徒たちは、小さな複数の管の入った箱を持っている。一斉授

業の討論で発問を行い、生徒たちに、管の長 さ(短 い、中くらい、長い)や 、管の太 さ(広 い、狭い)、

管の材質(銅 かプラスチック)と いったいくつかの変数 とその値を明確に同定させる。これは、活動

の翼働 灘 の殺階であり、生徒たちにこれから実際に用いる器具を操作する基本的な考え方に慣れ

させるものである。そ こで、生徒たちは彼 らの手のひらを使って開いている管の一方を閉じて、出て

くる音を聞いてみるよう指示 される。このときの質問は 「あなたが聞いている音に何が影響 していま

すか?」 である。生徒たちは、しばらく自由に調べる時間を経て、彼 らが何が音に影響 しているかを

知っているか どうかを尋ねられ、考えていることとどうしてそ う考えるかについて教師や他の生徒に

説明するよ う求められる。しばしば必要となることは、生徒たちが一度 にたった2つ の管 しか使って

いないことを数分後に学級全体に知 らせることである。

これが認知的葛藤 と社会的構成の段階である。一人の生徒は管の太さが音に影響するという主張を

提案するだろ う。教師は 「見せてみて」と言 う。生徒は違った長 さの2つ の管が異なる音を発生させ

るのを示す。それ らの管を見て、教師は長 さも異なっていることを指摘する。「どうやったら、音に

影響を与えるのが、長 さなのか、太 さなのかがわかるかな?」 ここで教師はある認知的葛藤を引き起

こそ うとして、生徒に彼女がまだ気づいていなかった変数を考慮するよう要求するのである。典型的

な生徒の回答は、「太さと長さはどちらも音に影響する」である。彼女はこれが葛藤を解決する単純

な方法に思えてそ うするのだけれど、教師は屈せず発問し、「もう1組 の管を選んで、今度は明らか

な答えを与えてくれる1組 を見つけてごらんなさい」といったまとめをする。教師は、直接、生徒に

どれか一つの変数を変化させるような2つ の管を選ぶよう指示 してないことに注意 してほ しい。その

生徒がこうしていくつかの変数を制御する方略を彼女自身で構築 しなくてはならないことが要点で

ある。

12歳 の能力混合の学級では、課題全体があま りに簡単に感 じて、たいした認知的葛藤を体験 しな

い子 どもが一人か二人はいるだろ う。そ うした子 どもに対 しては、教師は、複数の変数間の相互作用

について調べ るような、より高い水準の課題を促す。また、60分 か70分 の授業の終わりに、学習全

体がまったくわけがわか らなくて、変数を制御することの大切 さがわか らないでいる子どもが一人か

二人はいるだろ う。 しか し、大多数の生徒は(器 具やワークシー トの質問、教師や他の生徒たちとの

相互作用を通 じて)十 分な葛藤を体験し、彼 ら自身で少なくとも変数制御の初歩的な方略を構築する

だろ う。これが、内面化 された無意識にすべての実験状況に 「自然に」適用されるシェマへと完全に

発達するのには、まだいくらか時間がかかる。
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しかし、実質的な基礎的学習がなされたので、すべてをば らばらにするのでなければ、「何 もかも変

えてみてから何が起こるかを見てみる」とい う具体のシェマは、かな り揺 さぶ られている。たとえ活

動の終わりにわけがわからなくなっている能力の低い生徒でも、問題に取 り組もうとして、具体的方

略が不十分なのでないかという疑いが投げかけられたであろう。実験上の発問に取 り組む中でのいく

らかの不安感ですら価値がある。認知発達を促進する上で重要なのは認知的に奮闘することであって、

だからもし子 どもがいくらか認知的葛藤を体験し、彼女や彼 自身に満足のいくある解決法を見いだそ

うと何 らかの方法に取り組むのであれば目的は達せ られるのである。授業の終わりにかけて、教師は

生徒たちに彼 らがおかした誤 りと学習 した事柄について振 り返るよう求め、彼らが変数制御の方略で

取 り組んだ推理を回想させる。これがメタ認知の学習になる。最後に、生徒たちは、一般的な変数制

御の方略が有用 となる他の題材について考えるよう求められ、この授業で学んだ思考が他の状況に関

係づけ られる。

TS18:処 理と効果はプ ログラムの2年 目で教え られ る。 これ は、相関シェマの文脈 に位置づ け られ

ている。具体的準備に おいて、ニンジンの成長に関 して ある新 しい肥料の効果 を確 かめ よ うとしてい

る二人 の研究者 について討論す る。二人 とも、それ ぞれ処理 され たニ ンジン と処理 されていないニン

ジ ン群 のそれぞれ で、標準的な大 きさを超 えたニンジンの数 を数 えた。デー タは2組 の2×2表(処

理/非 処理、及び効果 あ り／効果な し)で 学級 に与 えられ 、討論では、非処理のニンジンのデータが、

処理 され たニ ンジンのデータ と同 じくらい重要で あることを強調す る(具 体操作期 の生徒た ちは、処

理 され たニ ンジンにのみにつ いて、収量が多いか どうか を見 よ うとしがちで ある)。 ここで生徒の各

班 に、20枚 のカー ド群が渡 され る。それぞれ のカー ドには、ある生物(バ ラ、小麦 、牛、豚 ある

いは羊)と 、その生物が何 らかの処理を受 けたか受 けていないか(例 えば、肥料や、 より多 くの ミル

クを出 させ るための薬 など)、 及びその動物 ない しは植物が何 らか の効果 を示 したか(よ り大 きな成

長や、 より多 くの ミル クや肉の生成、な ど)が 示 されている。生徒たちは、まず カー ドを、次の観点

か ら4つ のま とま りに分類す る。

A

B

C

D

処理されてなくて、効果が見られないもの

処理されてないが、効果が見られるもの

処理されているが、効果が見られないもの

処理されていて、効果が見られるもの

そ こで生徒た ちは、見 られ る効果が処理による結果に よるものだ ろうかそ うではな さそ うか とい う発

問に取 り組む。例 えば、もし、処理 が効果 の原因であれ ば、A,B,C,Dの4つ のま とま りの どれ

に大きな数が見つかると期待 されるだろ うか?
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この質問によって、かなりの認知的葛藤 が起こり、班内での討論(社会的構成） がまとま りのAとD

が大きい数で、まとま りのBとCが 小さい数になると期待されるという結論を導 く。こうした結果に

ついて討論する中で、正の相関、負の相関、及び相関無しとい う用語が導入され、生徒がどのような

関係が処理 と効果の間に存在するかについて思考するのを助ける。この活動は、単純な水準で、多く

の医学や農業や他の研究での核 となる実験的な処理の評価の型 とモデル化するものである。相関の理

解やそれに関連す る確率的な関係の理解無しでは、新聞でのポピュラーな科学記事の多くが理解でき

ない。再び、メタ認知 的討論によって生徒が遭遇 した困難 さが追求され、生徒たちは相関の考え方を

科学の授業外の題材 に鯨 づけるよう促 される。

これ らの 「考える科学」の授業は、いずれ も、生徒たちに 「到達した結論」や「見つけた知識」の

ノー トを完成させ ようとはしない。記述の成果は何もなく、ワークシー トはただ関係について思考す

る際の素材 となるデータを記録するためだけに用いるのである。このことは、再び、CASEの 干渉

活動 と正規の科学カリキュラムとの違いを際だたせ、この違いを教師の中には当初受け入れることが

難 しいと感 じるものもいる。

カリキュラム中に位置づけ る

CASEは 完全な代用科学カ リキュラムを提供するものではない。実際、干渉の授業を運営すること

に関する教育学上の困難さと、明示的に取 り扱われている科学の内容が無いとい う事実によって、正

規の科学の教授に代わるものとしては不適切になっている。さらに、生徒たちがCASE授 業の終わ

りにしばしば抱 く不確かさは適度な程度では実 りが多いが、科学の授業がいつもそ うい う特徴をもつ

とすれば、学習動機 をかな り低下させるようになってしまうだろう。CASEで は、「通常」の認知

発達中に干渉を加えるプロセスであるからのみならず、正規の科学カリキュラム中に干渉を加えるも

のであるから、「干渉」と記される。CASEの 諸活動は、2週 間に1度 、正規の科学の活動の代わ

りに教えられ、それは科学に配当され る時間の約20%に 相当する。教師はよく 「よいアイデアに闘

こえるけれ ども私たちにはそのための時間が無い」と言 う。理解できる姿勢ではあるが、実際にはカ

リキュラムの学習内容に対してごくわずかの時間が 「失われる」に過ぎない。このことは、一部はC
ASEが すでにカ リキュラムのプロセス目標(訳 注:思 考能力の育成に関する教育目標)の いくらか

を含んでいることによるが、多くは生徒たちの思考が発達す ることで正規のカリキュラム内容がより

少ない時間で効果的に理解され納得 されることが可能になることによるものである。幸いにも、私た

ちはこの主張を裏付ける非常によい証拠を持ってお り、この証拠が多くの教師たちに、少なくとも試

用段階で、そんなに多くのカリキュラム時間を 「失 う」ことの危険を冒してもやってみる価値がある

と納得 させ るのである。
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第4節 試用と評価

CASEの 干渉が生徒 たちの認知発達 と学業成績 に与える効果 については、私たちの当初 の研 究プ ロ

ジェク トの時か ら測定 され、今では広 く報告 され るよ うになった。例 えば、Adey&Shayer(1993,

1994),Shayer&Adey(1992a,1992b)を 見、なさい。その取 り組み のよ り最近の詳細 な証拠 を検討す る

前 に、次に概括 を示す。

1984年 から87年 にかけての実験

ここに述べるのは、2年間のプログラムを継続 した7つ の学校の10の 実験学級に関するものである。

それらの学校では、1な い しは2の 学級を 「実験」として設定 し、1985年 の9月 か ら 「考える科学」

の活動を2週 間に1度 、2年 間に渡って使用し始めた。実験群の4学 級は、子どもたちはほぼ11歳

+(訳 注:日 本では小学校6年 生に相当)の 年齢で、6学 級ではほぼ12歳+(訳 注:日 本では中学

校1年 生に相当)の 年齢であった。各学校では 「統制」学級も並行 して指定され、年齢 と能力に関し

て実験学級 と一致するようにした。統制学級ではCASEの 干渉に時間を失 うことなく正規の科学カ

リキュラムが教えられた。

すべての学級で認知発達に関する事前テス トを実施 し、そ して2年 の干渉の最後に、認知発達に関

する事後テス トと科学の成績に関するテス トを行った。このときが干渉プログラムの終わ りであった

が、1年 経って、1989年7月 に、第8学 年(訳 注:日 本では中学校1年 生に相当)でCASEの 干

渉を始めた学校の生徒たちは、GCSE(一 般中等教育修了資格)試 験を受けた。これは、イングラ

ン ドとウェールズの学校のすべての16歳 の生徒が受ける国が行 う公的試験である。かつて実験学級

と統制学級に指定された学級にいたすべての生徒たちについて、私たちは科学と数学 と英語で達成さ

れた評点を収集 した。 さらに1年 後(1990年7月)に 、第7学 年で始めた学校の生徒たちがGCS

E試 験を受け、私たちは再び彼 らの評価点を収集 した。こうして私たちは初期には同 じであったがC

ASEの 干渉を経験した生徒とただ正規の科学授業を受けた生徒について、(a)認 知発達と(b)学業成

績 とを長期的に比較することが可能 となった。
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表1:CASEの2年 間の干渉後 のテス トで1984年9月 の事前認知テス トか ら向上 した得 点(残 差化後)

*訳 者註EffectSize(効 果 の大 き さ)は
、一般 的 に、2群 の得点差 を統 制群 の標 準偏差 で割 った係 数 を指 し、1.0が1標 準

偏差 分 に 相 当す る。 実験 群 の分布 が、統 制群 の分 布 とどの くらい離 れて い るか を示 す ため に用 い られ る。

すべての結果は、当初の事前テス トに対する事後テス トの回帰から計算される残差である増加得点

で示 される。残差化された増加得点は、統制群との比較によるものであり、統制群の増加得点がゼロ

であるように定義 されていることに注意 していただきたい。表1は 、異なる年齢で干渉を始めた男子

と女子に関する結果をまとめている。 これ らの結果には、次のよ うな目立った諸特徴がある。
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・ 直後の効果はやや限られているように思えるが、(1)認知発達に関して獲 られた最近の直後の効果

はずっと大きい(後 で述べる)、また(2)個々の生徒に関しての2年 間の干渉プログラムによる認

知的な増加得点とGCSEで の増加得点 との間には強い相関がある。
・ 生徒たちの学業成績に関して、長期的で明らかに成長 している干渉の効果が見られる。干渉の終

わりに始まる認知的水準の向上の効果が、生徒たちが通常の授業から獲得できる能力を改善する

のであろう。そうした改善が概念学習をより良く理解させ、さらなる学習へのよりしっか りとし

た足場を提供するように積み重なっていく可能性が考えられる。

・ 強い 「遠隔転移」効果が見られる。科学の文脈で設定された干渉プログラムが、数学と英語での

生徒たちの成績に効果を与えている。こうした転移は、CASEが 深層の心的機能を刺激 して生

徒たちの知性に広範な効果を与えるように影響を及ぼしたことを意味する。
・ 年齢 と性別との相互作用効果が見られ、干渉は年齢の低い方の女子と年齢の高い方の男子により

効果的である。 この見方は、この年齢では一般的に女子の方が男子よりもより早期に成熟するこ

とと一致するように、形式的操作の促進のための機会に関する認知的な窓 とい うモデルにうまく

適合するのではあるが、私たちはそうした結論を導くのにはとても注意深 くなければならない。
一つの理由は、11歳+の 生徒群は12歳+の 生徒群 と認知発達に関してほぼ同じ平均点の水準で

干渉を始めたことか ら、実際には全体的により能力の高い生徒群であったからである。もう一つ

の理由は、より最近のデータでは、同じような性別の効果は見られていないからである。

より最近の結果

当初の実験研究において、私たちは一致度の良い統制学級に対する実験学級の効果を測定することが

できた。しかしながら、被験者数はやや小さく、教師の研修方法についてもなお探索の途上であった。

また、教師たち自身は彼らの学校で独立 してプロジェクトに関わっていた。

1991年5月 にGCSE得 点への長期的な効果に関して報告 した後は、教材と手法に関して学校側か

ら多大な求めがあ り、学校が結果を再生できるようになった。この時以来、私たちは手法を紹介する

ための2年 間の一連の現職教育コースを運営 してきた。この専門性開発については、第5節 でより詳

細に記述するつもりである。私たちは、現在、多量に新たなデータを収集 しているのだが、これと当

初の実験 との重要な違いは、今では私たちがうまく機能すると信 じている方法を持 ってお り、どの学

級 にも実験的に制御のみを与えることが倫理的に拒否できないと言 うことである。新たなデータを分

析する一つの方法は、CASE学 校によってなされた増加を、チェルシーでの調査で確立された全国

的な基準と比較す ることである(ShayerandAdey1981,第2節 参照)。
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最初にCASEの 研修プログラムに参加 した学校群によって、私たちは8つ の学校での63学 級に関

する認知発達の水準について事前テス トと事後テス トのデータを集めることができた。これ らの学級

の中には、第7学 年(11歳+の 年齢)で 干渉を始めたものと、第8学 年(12歳+の 年齢)で 始めた

もの、及び両方の学年で始めた1校 がある。全国的な基準と比較 して残差化 された学校平均の増加得

点に関するEffectSize(効 果の大きさ)を表2に まとめて示す。

表2:認 知発 達の効果(EffectSize):1991年 か ら93年 にCASEの 研修 プ ログラムに参加 した8

つ の学校 での残 差化 され た増加得 点

学校 開始年齢 EffectSize

(単位 σ)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

11+

12+

11+

11+

11+

12+

11+

12+

12+

0.67

0.76

0.69

1.12

1.12

0.80

1.0

0.29

1.26*

*前年の第9学 年 と比較 して結果に疑問がもたれている。

63の 学級 の うち、有意に負 の効果 が見 られた学級が1つ あったが、これ は、たぶ ん事前テス トの

実施 にお ける何 らかの間違いに よる ものである。他に4つ の学級で有意 ではない負 の効果が見 られ た。

3つ の学級 では、0.3σ よ り小 さい正 の効果が見 られた。残 りの55の 学級 のすべてで、子 どもたちの

認 知発達 の速度 に関 して、CASEの 干渉 の有意な正の効果 が見 られた。前述のよ うに、干渉の期 間

を通 じて達成 され た認知的な増加 は、そ の後の学業上の増加 に関連 している。

1995年 と1996年 には、私 たちは 「キー ・ステー ジ3の 全 国テ ス ト(KS3NCT)」(訳 注:イ ギ リス

の第9学 年(日 本 の中学校2年)の 終わ りに生徒全員に課せ られ る到 達度テ ス ト)に 関す るCASE

案施 校の成績 と非実施校 の成績 と比較す るデー タを収集 できた。同様 に、1991年 か ら93年 にかけて
CASEを 受 けた生徒たち9)GCSEの 評価点 に関 して、さらには、1994年 か ら96年 にかけてCA

SEを 受 けた生徒た ちのGCSEの 評価 点に関 しても、CASE実 施校 の成績 と非実施校 の成績 と比

較す るデー タを収集できた。まず、KS3NCTの 結果について述べた後に、1999年 のGCSEの デー

タを紹介 す る。
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イ ギ リスにお いては、教育の各 「キー ・ステージ」の終わ り、つま り学齢2,6,9年 の終わ りで、子

どもがそれ ぞれお よそ7,11,14歳 の時に、さま ざまな教科領域 で、政府 が一連の全国統一テス トを

行 って きた。 「考 える科学」を第7・ 第8学 年で用いる学校 では、第9学 年 の終わ りに、KS3NCTが

実施 され るので、干渉後 に1年 経た後の学業成績 を測定す るのに都合がよいのであ る。

図2a、2b、2cに おいて、各点が一つの学校 を表 している。横軸x軸 は、第7学 年 の始 め(中 等学

校入学時)に おける生徒 の認知発達段階の測定結果の学校平均を意味 し、全国平均 に対す る割 合で表

され てい る(訳 注:全 国平均が50%に 合わ され てい る)。 これが、学校の入学者 の能力で あ り、学校

周辺 の社会的経済的諸条件 を要因 とす る影響 を受 けている。また、地域 に入学者 を選抜す る学校があ

る場合 によ り高い能力の生徒 たちが引き抜かれ てい る。そのた め、私 たちが現在持 ってい るデー タに

関わる学校の殆 どは、入学者 の能力範 囲の下半分 に位 置 している。縦軸y軸 は、KS3NCTで の結果

である。 これ ら(科 学 と数学、英語)の テス トは、ナ シ ョナル ・カ リキュラム上の到 達水準 として得

点 化 され、1か ら10(最 近では1か ら 「8かそれ以上」)で 示 され る。キー ・ステー ジ3で は、到 達

水 準が6か それ以上であった生徒の割合は、通常、学校 の成功 を見 る一つの測定値 として用い られ る。

プ ロッ トを直線 とす るた めに、すべての得点は対数変換 されてい る[対 数{割 合%／(100一 割合%)}]。

これに よって、軸のスケールは等 間隔ではな くなっている。

驚 くことではないが、 これ らの図か らKS3NCTの 結果 は、その学校 の生徒の入学時の成績 に強 く

関連す ることがわかる。 目を見はるのは、CASEの 学校 が統制群の学校 に関す る回帰直線 よ りもす

べて上に一時にはかな り上に一位置 していることである。 このことは、学校 の入学時の水 準にかかわ

らず、CASEの 学校 は非CASEの 学校 よ りもその生徒 たちの学業で有意 に高い価値 を附与 してい

ることを意味 している。 この効果 は、学校平均の学業成績 に対 して約30%の 上昇 に相当す る。
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図2:学 校 の入 学時の認知 的水準 と第9学 年で のキー ・ステ ージ3の 全国テス トの結果でのCASE

学校(x)と 非CASE学 校(o)の 結果
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CASEを 受けてか ら3年 後 の生徒の1995年 と1999年 のGCSEの 結果 も同様なパ ター ンとなっ

た。それは、KS3(全 国テス ト)の データ とまったく同 じ方法 で分析 され、ただGCSEで の成 果の

学校平均は、GCSEでAか らG及 び 「落第」で示 され る尺度 上で、A,B,Cの 到達段階で あった生徒

の割合で測 られ ている。到達段階Aか らCは 、一般的にGCSEを 「良好」に通過 した と見 られ 、そ

の教科領域での教育 を継続す る基礎 になる と考 えられてい る。図3aか ら3cは 、1999年 のGCSEの

結果 をまとめた ものである。CASEの 干渉 によって当初の認知的水準か ら非CASE実 施校で得 ら

れ るよ りも大 きな学業的付加価値 が組織的に得 られ ているこ とが明 らかである。そ して、この効果は

認知 的な干渉プ ログラムが指導 された文脈 である科 学を超 えて生徒た ちの一般的 な能力 に転移 して

いる。
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図3a:1999年 のGCSEで の到達段階:科 学
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図3b:1999年 のGCSEで の到達段階1数 学

図3c:1999年 のGCSEで の到達段階:英 語
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第5節CASEIと 教師の専門性開発

子 どもたちが考 えるように教えることは、巧みな複雑な過程であ り、教師が従えばよいよ

うな特定の一連の活動に簡略化できないことは明 らかであろ う。そのような 「教師に依 ら

ないカ リキュラム」があり得ない理由は、教授過程の本質は、教師 と生徒たちとの無数の

相互作用 を介 した人間社会的営みであるか らである。効果的な教授のためには、各教師は、

彼 ら自身のや り方で、 日々出会 う多種多様な個性を持った生徒たちにはた らきかけなくて

はな らない。

もし、教授 に関す るこ うした原理が一般的に真実だとすれば、なお さら推理の発達を教

授することを適用す るのに教師の重要性 は増す。私たちは、思考を教える教師に何ができ

なくてはならないか とい うことと、教師たちが どのような一般的な訓練 と経験で準備 され

ているか とい うこと、そ して、 これ らの2つ の隔た りをいかに縮 められるかとい うことを

検討 しな くてはな らない。子 どもたちの推理 の発達を教授することは、事実的な内容を記

憶再生させ る教授 とは正反対である。子 どもたちの批評的思考(訳 注1ク リティカル ・シ

ンク、批判的思考などとも言われる。)あ るいは高次の推理の発達は、定義からして当然、

子 どもたちが彼 ら自身の頭 を鍛える機会を与えられ、批評的に評価を行 った り、共感的雰

囲気にあることを承知の上で反論 した り、 しか しその意見は合理的ではあるが他人を尊重

したや り方で発せ られるもの となることを要求する。このことは、教室の中であるきわめ

て特殊 な雰囲気 を醸成 し、それが知的に厳格ではあるが、同時に親 しみがあ り危険の心配

のない雰囲気であ り、すべての子 どもたちが自信を持って認知的な危険を冒せ ると感 じる

べきものであることを意味 している。そのような雰囲気を醸成するために、教師は次の事

柄を把握す る必要がある:
・ ある特定の思考授業で どのような種類の推理が発達 され ようとしているかに関する明

確な 目標を持っ こと
・ 認知的加速の基礎的理論 にある程度精通す ること

・ もし個々の生徒の主張が特定の水準で営まれない場合
、生徒たちが示す どうい う推理や

議論 を展開 しているかについてよく理解す ること
・ 問いかけをした り判断を保留 した りすること

、特定の子 どもたちに適切なや りがいのあ

る課題を設定す ること、及び子 どもたちが用いる思考の型について彼 らの発話内容か ら

解釈する能力、といったテクニ ックをある範囲において習得す ること

これ らの 「必要な事項」は、根本の異なった教授 とい うよ りはむ しろ、 どの教師にも必須

の専門性 のよ うに思 える。 目標を明確に し、教材内容に精通 し、子 どもたちに必要な事柄

に敏感で、また発問やその他のテクニ ックを使いこなせることは、優れた教師たちのレパ
ー トリーの一部である

、ない しは少なくともそ うあるべきことである。 しか し、子 どもた

ちの推理 の発達 に関 して、これ らの必須事項は、通常の内容志向カ リキュラムよりも程度

を高 くす るか、かな り異なった特定の手法や教材を適用させる

－198－



教師たちの認知的加速に関する教授に求められ る教授スキルの開発は、現職教育の課程

を通 した継続性のある専門性開発にかかっている。教師たちがそうしたプログラムに参加

す るよう動機づけることや、プログラムを予算化すること、教師たちを認定す ること、な

どに関連す る諸問題は強敵であるが、本論文では、私は私たちがCASEプ ロジェク ト内

で開発 してきた基礎的理論 とその実践のみにとどめてお く。

効果 的な現職 教育実践に関す る研究

教師たちの授業実践を変化 させ る現職教育課程の効果を関わる諸要因について、多くの研

究がなされてきた。ジョイスとショアー(Joyce&Showers1980,1988)は 人材開発の効果に

関する200近 くの研究についてメタ分析を実施 した。彼 らは、表3に まとめられているよ

うに、現職教育課程が効果的となるためには、大学や専門性開発センターにおいて時たま

過 ごす ことはそれが とてもよく組織化 され構造 化 されているとしても効果が無 く、学校内

で指導者によってコーチング(実 践的指導)に 取 り組むことが不可欠であると、強 く結論

づけた。そ うした研究の証拠は、現職 教育の実施者たちが、教師たちが 「あなたの考えは

とてもよい し、このすばらしい大学の環境ではそれでよいと思 うが、私の学校(あ るいは、

私の生徒たち、など)で は うまくいかないだろう」 と言 うのをしばしば耳にす る経験によ

って支持 される。多くの教師は、きわめてわか りやすく、その理論が彼 ら自身の学校で実

践できるのを確信することを必要としてお り、このための唯一の手段は、教師たちととも

に彼 らの教室で取り組み、その場で教師たちに思考の教授の実施を応援することである。

図3:現 職教育の考えられ る成果に関する異なる人材開発手法の効果(EffectSize)の 平均

値(単 位:標 準偏差)

成果:教 師が発達させた事項

課程の特徴 知識 技能 実践

情報の提供

+演 示

+実 践機会

+フ ィー ドバ ック(評 価情報)

+学 校でのコーチング

0.63

1.65

1.31

2.71

0.35

0.26

0.72

1.18

1.250

.00

0

.00

0.00

0.39

1.68

afterJoyceandShowers1988p.71
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CAS Eの専門開発 の構造

私たちが学校にCASEを 導入す るために考案 した現職教育専門性開発のプログラムは、

ジョイスとシ ョアーが見いだ した事柄を重視 し、理論 と実践、及び学校内でのコーチング

とい う要素を含 めている。また、もし必要な場合は、学校における変化のマネージメン ト

(管理)に 関する要素も含めている。

前述の ように、CASEの 手法 は、 ピアジェ学派の認知的葛藤iと平衡の考え方、及びヴ

ィゴツキー学派の社会的構成 と自分 自身の思考を発達 させることに関す るメタ認知的反省

の考 え方に根本がある。 したがって、教師たちが実行す ることとなる手法は、記述され る

としても、本質的には、必要な技能を効果的に展開することに関する理解が不可欠な理論

に根付いてい る。今 まで、 どんな教師用手引き書も、それがわか りやすい としても、生徒

たちの一般的な思考の水準を持続的に高めよ うとする授業実践を鮮明に伝 えることはでき

ていない。 どんな教師開発でも成功す るには学習過程に関 していくらか理解することが不

可欠だが、 とりわけ思考の発達を 目指す干渉的な教授に関 しては重要である。干渉の手法

を自身で構築することは、教師たちが新たな手法を採る際にもたらされ るオーナー シップ

(所有権)の よ うな感覚につながる。教師が、その個性 と特定の学校環境 によって、ある

方法 について教師 自身の特異な解釈 と色づけによってオーナーシップがもてるよ うになる

までは、外的刺激である現職教育プログラムが去ると容易に失われる 「付け足 し」の技能

にとどまる。思考を教授する手法のオーナーシップは、それを教室のカ リキュラムに 自然

に組み込むことを可能 とする。

CASEの 専門性開発(PD)は 、2年 間の 「考える科学」プログラムの最初の実施 と平衡 し

て行われ る2年 間に渡るプログラムである。2年 の間に、教師たちが私たちの現職教育セン

ターで終 日参加する日が7日 あ り、 さらに4回 ない しは5回 、半 日間、私たちが教師たち

と学校で取 り組む。特 に、熟達 したCASEの トレーナーがコーチングのために訪問する

ことに費やす時間量によって、プログラムの費用はかなり高額になっている。典型的な2

年間のプログラムの費用は、学校あた り約3000ポ ン ドである。イギリスでの現職教育は、

今 日、個 々の学校 に委ねるものとして予算化 されているので、各学校が独 自に現職教育予

算をもっている。CASEの 現職教育 コースへ投資 した学校 は、生徒たちの成績を向上 さ

せることと同様に、教師たちの一般的な専門性の開発に関して も価値があるとしばしば見

な してい る。

私たちは個 々の教師 と取 り組むのではな く、学校の科学科全体 とのみ取 り組む。すべて

の科学の教師たちがプログラムに参加す ることが不可欠である。個人的に熱心な教師がい

ても、主流のカ リキュラムを教え続 ける他の教師に囲まれなが ら、学校内で明確に異なる、

新奇な教授法 を継続す ることは とても困難である。学科全体での取 り組みに固執すること

によって、その学科 とその学校の文化の一部 としての新たな教授 目標 と教授手法を創造す

る可能性 が飛躍的に高まるのである。

平 日に学校のすべての科学教師が(PD)セ ンターでの研修のために学校を離れることは、

学校 にとって実際的でないため、学校は通常2名 の教師をセンターに派遣する。
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一 人 はその学校 のrCASEコ ーデ ィネー ター」 であ り
、他方 は毎回異 なる教師 が参加 で

き るよ うに ローテーシ ョンす る。 これ によって、PDプ ログ ラムの継続 性 とそれ に学科 ので

き るだけ多 くの教 師 を触れ させ る こ とのバ ラ ンス が もた ら され る。 私た ち 自身 に よる学校

へのイ ンプ ッ トに加 えて、CASEコ ーデ ィネー ター たちは、彼 らが校 内でPDセ ッシ ョン

を運 営 して 、その実行計画 を開発 す るよ う促 され る。 私た ちは、そ の学校訪 問時 間の一 部

を、 コーデ ィネー ターに よる校 内でのPDセ ッシ ョンを支援 す るよ うに使 ってい る。

私 た ちはまた、並行 して、CASEト レーナー の教育 プ ログラムを運 営 してい る。 トレ

ー ナー たちは、大学 の教 育学部教官 であった り、地方 自治 体のア ドバ イザー であ った り、

フ リー ランサー の コンサ ル タン トであった り、 あ るい は学校 自身 であった りす る。 校長 の

中に は、 自分 の学校 がCASEの トレーニ ングセ ンター とな るこ とを有益 に感 じてい る。

トレー ナーた ちは学校 の教師 たち と同 じセ ッシ ョンに参加 す るだ けでな く、 学校 にお ける

変 化の管理や 、効果的 なPDに 関す る研究デー タ、そ して彼 らが実施 す る トレー ニ ングプ ロ

グラムの実行 計画づ く りに関す る トレーナーた ちのセ ッシ ョンにも参加 す る。

専門性開発について研究す ること

第4節 で述べたように、専門性開発プログラムの効果 を、プログラムに参加 している学校

の生徒たちの学業成績の向上によって測定す るある一般的な方法がある。 しか し、専門性

開発課程 と、教師たちの実践の発達、及び生徒たちの認知的向上 との問の関連 をより詳 し

く評価することは、もっと難 しい評価手法どなる。私たちは、今では、専門性開発を効果

的なものとする諸要因に関する大量のデータを蓄積 している。誌面の都合で、その研究に

ついての詳細をここで述べることはできないが、その完全な報告はAdeyet.al.2004で 述べ

られる。そこで私たちは、効果的な専門性開発に関する広範な文献の文脈で私たちのデー

タを位置づけ、鍵 となる諸要因のモデルを開発 した(図4)。

そのモデルの 「底辺」は生徒たちの変化である。学校における刷新の要点は、何 らかの

方法で生徒たちに変化を与えることである。例えば、生徒たちの成績行為を改善すること

である。もし、ある専門性開発プログラムが効果的であるとすれば、それはそのよ うな変

化を生徒にもた らすものでな くてはならない。モデルには主に次の4つ の要素がある:

1.刷 新の特徴。効果的であるために、刷新には、根拠のある理論的基礎 と、生徒たちへ

の効果に関するい くらかの証拠、及び教師たちが便利だ と感 じる印刷物やその他の教

材が必要である。

2。 専門性開発の質が、十分に長 く集中的なもので、かつ教室内でのコーチングの要素を

含むものであることが一般的に必要である。
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3.学 校の校長が刷新 を支援 し、その実施 に時間を費やす ことを許可 し、かつ例えばある
一人の教師がその学校を離れると代わ りを配置するような管理(マ ネージメン ト)に

ついて考慮す ることが必要である。

4.教 師の集団 としてのま とま り。根本的な刷新のためには、一つの学校内の教師たちが

分担 して相互協力的な環境で一緒に取 り組むことが必要である。

PDを 効果的な ものとす るために、これ らの4つ の要素すべてが 「積極的」なモー ドに設定

され ることがこのモデルの特徴である。 もし、どれか一つの要素が 「消極的」なモー ドだ

と、PDは 成功 しない。

図4:効 果的な教師の専門性開発に関す る一つの包括的なモデル
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第6節 認知 的加速 の影響を拡大すること

1980年 代 初頭 を発端 に、それか ら 「認知的加速」 は広 く多 くのや り方 で普及 して きた。初

期のCASE教 材 は、第3版 とな るまでにかな り改訂 され、今 ではイ ギ リスの学校で広 く

用い られてい る。CASE教 材 は、 さま ざまな言語 に翻訳 され 、私 が知 る少 な くとも10の

国 々で試み られ てきた。その諸原 理 は、数学(CAME,Adhami,Johnson,&Shayer,1998)

に、テ クノ ロジー(CATE,Hamaker,2003)に 、そ して表現 の芸術(ARTS,Gouge

&Yates,2003)に 適 用 され てきた。 私たちは今 では もっ と年少 の児童 た ちのた めの認 知的

加 速 プ ログラム も作成 してい る:5歳 児向 けの「 考えて み よ う!」(AdeyRobertson,&

Venville,2001)と 、7歳 児 向けの 「化学に よっ で考えて み よう!」(Adey,Nagy,Robertson,

Serret,&Wadsworth,2003)。

第7節 結論

私は、ここに示 してきたr科 学教育による認知的加速(CASE)」 が直接に生徒たちが情

報を処理する一般的能力つま り彼らの一般的知性 に働きかけることで教育上の成績を向上

させ る一つの有効な方法であると見込んでいる。それは、青少年の集団の一般的な知的能

力を向上させるための時間のかかるアプローチである。それは、2年 間のカ リキュラムへの

干渉である点でその実行において時間がかかり、また、干渉が終わってから3年 を経過す

るまでその効果が追跡 される点でその評価においてさらに長い時間がかかる。それゆえに、

CASEを 学校の教授法に取 り入れることは、その発端か ら20年 近く経ってもゆっくりと

したプロセスであるが、その利用は増 え続けている。私たちは、CASEの 成功は、その

デザイ ンと実行における理論 と実践の相互作用 と、印刷物 と教師の専門性開発の両方 を併

せ持つ ものとして 「カ リキュラム」を捉えていることの2つ の一般的特徴によるものと捉

えている。私は、生徒たちの教育の質を向上 させ るどんなアプローチでも、その成功のた

めには、 しっか りとした学習理論に基礎づけられ、その理論をある程度教師たちが共通理

解す ることが必要であり、また、成功 しない刷新は、ある完成 した製品として教師たちに

「缶詰」にされ手渡 されるようなものであると考えている。教師たちは、自分たち 自身で

私たちの支援 を得なが ら、それを成 し遂げなくてはならない。
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3.CASE教 材 による教員研修の実施

本研究では,日 本でのCASE教 材の実践的可能性 を検討するために,一 部の教材を教員研修 の場

で実施 した。以下に,そ の概要を報告する。

3.1CASE教 材 「処理 と効果」

「処理 と効果」は 「相関」の論理的思考パターンを学習する教材である。バラの成長 と葉のっ

や出 し剤投与の関係,小 麦の収量と肥料投与の関係などの さまざまな題材で,処 理の有無 と効果

の有無に関係があるか どうかを判断 させ る課題 となっている。各題材の実験結果が20枚 の絵入 り

のカー ドで与えられ,生 徒は,下 の表の形式で,実 験結果を整理 した上で,処 理が効果的 と言え

るか どうかを判断す ることを求められ る。

効果有 り

効果無し

処理有 り

(a)

(a)

処理無 し

(c)

(d)

もし,(a)6枚,(b)2枚,(c)7枚,(d)5枚 だったとす ると,処 理有 りの方が,よ り効果有

りの出現割合が高 くな り,正 の関係が認められることになる。 また,(a)4枚,(b)6枚,(c)4

枚,(d)6枚 だった とす ると,処 理 してもしな くても,効 果有 りの出現割合が同じなので,関 係

は認 められないことになる。 さらに,(a)7枚,(b)5枚,(c)7枚,(d)1枚 だった とす ると,

処理無 しの方が,よ り効果有 りの出現割合が高 くなるため,負 の関係が認められることになる。

この教材では,x2検 定や相関係数な どの考え方は導入されない。処理の効果を確かめるために,

2×2の 表を作成 して実験結果から正か負の相関関係があるかないかを考えさせ ることが課題であ

る。

参加 した教師の中には,当 初,割 合が同 じ時に相関関係があるものと誤解す るケースが見られ

たが,こ れ は,日 本では相関関係の考え方自体が教育されていないためである。教師たちは,考

え方を学習す ることで,二 つの変数が無関係 かどうかとい う適用範囲の広い課題について判断す

る能力 を身に付けることができたようである。

3.2CASE教 材 「サンプリング:池 の中の魚」

「サンプ リング;池 の中の魚」はf確 率」の論理的思考パターンを学習する教材である。

「養殖業者のフリッパーさんが餌をどれ くらい与えるかを決めるために彼の池に何匹の魚がい

るかを知 りたい」とい う状洩で,「すべての魚を捕まえることをしないで,池 にいる魚のすべての

個体数(母 集団)を 推定す るにはどうした らいいでしょう」とい う面白い課題設定になっている。

まず,池 の 中の魚 をモデル化 した種がた くさん入っている袋 を各班に与え,個 体数を推定する

一つ の方法を例示す る
。標本 として,袋 から一握 りの種を取 り出 して,そ の数を数えた後,そ れ

ぞれの表 と裏にマークをつけて,元 の袋に戻 して,袋 をよく振って種をかき混ぜるとい うもので

ある。 こうして,袋 は,比 率の不明なマー クの付けられた 「魚」を含むこととなり,再 び袋か ら

一握 りの種を取 り出す。これが,「 池」の中の 「魚」の第二回 目の標本 となる。この標本中の種の
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数を数えて記録 し,第 二回目の標本中でマークの付けられた種 とマークの付けられていない種の

数の比率を求めさせ る。そこで,「 フ リッパー さんは,第 二番 目の標本中でマークの付 けられた魚

の比率は,第 一番 目の標本でマークの付けられた魚の全体の魚の数に対す る比率 と同じだ と考え

ています。あなたは賛成 しますか。班で話 し合いなさい。」と指示をする。そして,班 で比率から

全体の個体数 を推定 させた後,ど れくらい正確かについて,袋 の中のすべての種を数えさせ る。

こ うした活動の途中で,「母集団(population)」 や 「標本(sample)」 や 「推定(estimate)」 とい

った確率統計上重要な言葉の意味が学習され,よ くかき混ぜてばらつきを均一にす ることが,推

定の誤差を小 さくす るために必要だ ということを理解 させる。

このCASEの 教材 と同様iな活動を,大 豆を使って試 してみた。班で分担 して何回か推定 した結果

を平均すると,よ り精度の良い結果が得 られることが確認 された。

CA縄 の教材 とは異なるが,大 豆と小豆を使って,標 本から母集団中の雄雌の比を推定する活

動 も可能である。総数の分からない大豆 と小豆が混 ざった袋 をよくかき混ぜて,一 握 り取 り出し

た標本中の大豆(♂)と 小豆(♀)の 数を数えて比率を計算 します。 これを何回か繰 り返 して得

られた結果を平均す るとい う活動です。標本の数が少ない と,結 果が大きく偏 ることも,活 動を

通 じて見つけていくことができた。

3.3CASE教 材 「浮かぶ,沈 む」

「浮かぶ,沈 む」は 「合成変数」に関する論理的思考パターンを学習する教材である。

この学習には,異 なる大きさ(体 積)の ビンが数種類,そ れぞれについて数本ずつが必要とな

る。そ して,中 に砂な どを詰めて,同 じ大きさのビンでもビン全体の重 さが異なるようにする。

重 さを調整 して,水 に浮かべたときに,あ る重さの ビンは浮かび,そ れよりも重い ビンは沈むよ

うに準備する。

CASEで の活動は,ど んな変数が浮かんだ り沈んだりす るのに関係するかを考えさせてから,ま

ず,さ まざまなものを浮かばせてみて,生 徒に対 して,あ る条件以外は同じ条件で比べると考え

やすい ことに気づかせる。まず,同 じ体積で比べると,よ り重い方が沈みやすいことがわかる。

次に,同 じ重さで比べると,よ り小 さい方が沈みやすいことがわかる。 ここまでは,2変 数の関

係だけで理解できるが,大 きさと重 さのどちらも考慮するとなると,さ らに変数が増えて考 えら

れない生徒が出てきくる。そこで,表 にビンの大きさが絵で示 されて重さが書き込まれ裏に浮か

ぶか沈むかが書かれたカー ドを使って,同 じ大きさのビンのカー ドを横方向に,同 じ重 さのビン

のカー ドを縦方向に揃えて並べ させ,ゲ ームのように浮かぶか沈むかを予想 させなが らカー ドを

裏返 させ ると,浮 かぶか沈むかの境 目が斜めになって現れる。 この結果から,浮 かぶか沈むかを

予想す るには,大 きさと重 さの両変数を組み合わせることが必要だとわかるとい うものである。

CASE通 りに教材 を準備するのは大変であるが,異 なる体積 と重さのビンを数本ずつ用意す るこ

とはさほど難 しくないであろ う。生徒に体積 と重 さをそれぞれ測定させて,そ れ らが浮かぶか沈

むかを予想 させながら確かめさせ る活動を通 して,浮 き沈みに関しての体積 と重さの関係を見つ

けさせ,さ らに重さと体積の比を合成変数 とすることで,容 易に浮き沈みが予想で きることを理

解 させることができる。その合成変数を密度 として導入すれば,多 くの生徒に理解が難 しい密度
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の考え方がよ り理解 しやす くなると思われる。理科では,基 本的な変数を組み合わせて作 られた

変数が少な くないが,生 徒の限 られた論理的思考力でそ うした変数を理解 させるには,そ れぞれ

の基本的な変数が 目的とする変化(こ の例では浮 き沈み)に どう関係 しているかをまず具体的に

確認 させてか ら,そ れ らを組み合わせた変化について導入すると良いとい うことを,こ の教材は

示唆 している。

参加 した教師の反応は,こ れらのCASE教 材は,日 本においても十分指導可能な内容であること

を示唆す るものであった。
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第9章FOSS:米 国における先進的初等科学教育 プログラム

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.FOSSの 特徴

FOSS(FullOptionScienceSystem)は,米 国カ リフォル ニア大学バー ク レー校 の科 学教育機 関

ロー レンスホール ・オブ ・サイエ ンス(LHS)で 開発 され た初等理科 カ リキュ ラム の一つで あ る。

FOSSは,幼 稚 園(K)か ら9学 年 までの理科授業のた めの数 多 くの単元モ ジュール か ら構成 され て

お り,「 生命 科学」 「物理科学 」 「地球科学」 「科学的推論 とテ クノ ロジー」の4つ の トピ ックに分

け られ てい る。 幼稚園か ら6学 年 まで の27の モ ジュール の構 成 を下の図 に示す。

FOSSで は,次 の2点 が最 も重要な 目標 に設定 されてい る。

① 科 学的 リテ ラシー:す べ ての生徒た ちに,1)認 識 発達段階 に適 した科学 の経 験,及 び,

2)ま す ます科学 的,テ クノロジー的 に複雑化す る世界で生 きてい くた めの準備 と して よ

り高次 な考 え方 を身 につ けるのに役 立っ科学 の経験,を 提供す る こと。

② 指 導法的効果:す べての教師た ちに,学 習 と指 導法 に関す る最 新の研 究成果 を反映 した,

完全でかつ柔軟で さらに使 いやす い科学教育 プ ログラムを提供す ること。

FOSSK-6教 育プログラム
学年段階,

学 年5・6

生命科学

食物と栄養

環境

物理科学

てこと滑車

混合物と溶液

地球科学

太陽エネル
ギー

地形

科学的推論 と
テ クノロジー

モデル と設計

変数

思考のプロセス

学 年3・4 人体

生物のつ くり

磁気と電気

音の物理

水

地球の物質

アイデア と発

明

測定

関係づ ける、

組織化す る、

比較す る、
コミュニケー トす る、

観察す る

大気 と天気

組織化 を高度にす る、
比較す る、
ロ ミュニケー トす る、

観察す る

学 年1・2 植物

毘虫

固体と液体
つ りあい と運

動
石、 砂 、 どう

組織化を始める、
比較する、
コ ミュニケー トす る、

観察する

幼稚園(K) 生命科学

木々 動物たち

物理科学

木片 紙 繊維
比 較 す る 、

コ ミュ ニ ケー トす る 、

観 察 す る

教材化の理論は,認 知発達のモデルと科学的思考のプロセスに関する研究に基づいている。

① 認知発達のモデル:人 間が一連の認知発達の段階を経て系統的に成長す るとい うことを示

す研究に基づくと,は じめの数年間は,児 童は観察 した り記述 した り並べ替えた り事物や

生き物について知った りといった直接的な体験によって最 も良く学べる。小学校の後半に,
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分類 した り,確 かめたり,実 験 した り,事 物と生き物の因果的関係を決定 した りすること

でよ り高度な概念を構築するようになる。FOSSの 諸活動は,実 際的な体験(ハ ンズオン)

を伴 う探索活動で展開す るが,ど の活動 も,児 童に期待す る認知的要求が彼 らの認知能力

を超えないように注意 して設計されている。発達的に適切な活動によって,「水平的カ リキ

ュラム設計」(あ る段階での多様な経験を提供する数多くの活動)を 実現 している。

② 科学的思考のプ ロセス:FOSSで は,認 知的段階に関連 させて,発 達的に次のような思考プ

ロセスを学習プログラムに組み込んでいる。

・ 観察す ること(情 報を入手するための感覚の活用)

・ コミュニケーションす ること(話 した り,描 画 した り,行 為すること)

・ 比較すること(対 にすること,1対1の 対応づけをすること)

・ 組織化す ること(グ ループにま とめること,順 にすること,連 続 させること)

・ 関係づけること(原 因 と結果,分 類)

・ 推理す ること(上 位／ 下位分類,条 件推論,科 学的法則性の導出)

・ 応用す ること(方 略的計画づ くり,発 明)

例 えば,3・4学 年の児童は,「 組織化す ること」のプロセスを用いて,事 物や生 き物を観

察 した り,比 較 した り,時 間や空間の中で捉える(事 物や生き物 を順にしたり,連 続 させる)

ことが期待 されている。一方で,5・6学 年の児童は,確 か らしく 「関係づけること」のプロ

セスを用いることができる。振 り子の長 さと1分 当た りの振れの回数 との関係や,て この力

点 と負荷の関係,船 の容積 と耐えられる乗員数の関係を見出すことが期待されている。

各単元モジュール の概要は以下のよ うになっている。

(1)幼 稚園児用モジュール

「木々」モジュール(3つ の活動)は,教 室や学校内,及 びその周 りにある木々を探索する。実物教材と描

写教材を使って,生 徒たちは学校の木々を選び,木 の部分を観察 し,葉 について調べ,四 季を通じた変化を切

りぬぎ帳に記録する。

「動物たち」モジュール(5つ の活動)で は,導 入で,子 どもたちに比較する生き物を選択させる。各活動

で,生 徒たちはある生き物の体のつくりや行動を観察したり記録 した りして,類 似した生き物の場合と比較す

る。 グッピー と金魚,陸 ヘ ビと海ヘビ,小 さいミミズと大ミミズ,及 び,ワ ラジムシとダンゴムシが,時 間を

かけて教室で飼われ,小 人数の生徒の班が中心となって調べ活動をする。5学 年でのオプショナルな活動では,

教室で鶏卵をふ化 させるためのふ卵器の設置について記載している。

「紙」モジュール(3つ の活動)は,生 徒たちを紙についての調べ活動に導 く。生徒たちは,紙 の特徴調べ

か らは じめ,紙 でものづくりをした り,水 がいかに紙に影響するか,及 び自分たちで紙を作ってみる。

「木片」モジュール(2つ の活動)で は,生 徒たちは異なった種類の木片(松,合 板,ア メリカすぎ,チ ッ

プボー ド,し なの木)の 特徴を比較する。生徒たちは,水 の中での木片の様子を調べ,何 がそれを沈めるのか

を見つけ出す。のこぎりやサン ドペーパーで木片を切ったり磨いた りして,出 てくるおがくずや削りかすを調

べる。2っ の木片を合板 とチップボー ドをサンドイッチすることによってくっつける。また,く ぎやのりを用
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い て,木 の彫 像 を制 作す る。

「繊 維 」 モ ジ ュー ル(2つ の活 動)は,生 徒 た ち に 日々の 生 活環 境 で の共 通 した素材 と して の繊 維 につ い て

探 索 させ る。 まず,繊 維 の 特性 調 べ で は じま り,繊 維 との関 わ り と して,布 を 汚 した り洗 濯 した り,繊 維 を染

め た り,繊 維 か ら何 か役 立 つ もの や きれ い で楽 しい も のを作 った りす る。

(2)1・2学 年 生用 モ ジ ュール

「植 物 」モ ジ ュール(4つ の活動)は,生 徒 た ちが植 物 の世 界 の生命 の多様 性 を尊 ぶ こ とに役 立つ。 彼 らは,

花 を咲 かせ る植 物 のつ く りを知 り,成 長 した植 物 か ら新 しい植 物 が 生 まれ る様 子 を見い 出す 。 生徒 た ち は,成

長 サ イ クル の短 い ア ブ ラナ科(WisconsinFastPlantsTM)を 種 か ら育 て,1ヶ 月 ほ どの ライ フサイ クル を観 察

す る。 生徒 た ちは 単子 葉植 物(ら い麦)と 双 子 葉植 物(む ら さき うま ごや し)を 「芝生 」 上 で ともに 育 てて,

刈 り取 りの結果 を比較 す る。 彼 らは,新 たな植 物 を,差 し木や 球根,根,か ら育て て,成 長 を観 察す る。

「昆 虫 」モ ジ ュール(6つ の活動)は,多 くの 昆 虫の成 長過 程 の 学習 であ る。 ゴ ミムシ ダ マ シ,ナ ガ カ メム

シ,ハ チ ミツ ガ,カ イ コガ,ヒ メア カ タテハ,コ オ ロギ,及 び ア リな どが継 続 的 に観 察 す る生 き物 の 一 部 で あ

る。 生 徒 た ち は,異 な った成 長 段 階 に あ る昆 虫の 体 のつ く りや行 動 を観 察 した り比 較 した りして,見 つ けた こ

とを議 論 す る とと もに記録 して,解 決す べ き疑 問を 明確 にす る。 生 徒 た ちは,完 全 かつ 単 純 な 昆 虫 の変 態 を体

験 し,動 物 の世 界 の多様 性 の 一面 に触 れ る。

「固体 と液体 」 モ ジ ュー ル(4つ の 活動)は,生 徒 た ち に,物 質 の2つ の 状態 の特徴 を導 入 す る。 固体 の物

質 の特 性 を記述 した 後 に,生 徒 た ちは 造形 課題 でそれ ら を用 い る。 彼 らは,特 定 の固 体(と うもろ こ しの粉,

豆,米)と 液 体(水,コ ー ンシ ロ ップ,油)の 特 徴 を調 べ,ま た それ らの はた らき を比較 す る。 固体 と液 体及

び 液 体 と液 体 の相 亙 作用 を観 察 して 後 に,生 徒 た ちは,歯 磨 き粉 が 固体 か液 体 か を決 め る た め の調 べ活 動 を行

う。

「つりあい と運 動 」モ ジ ュー ル(3つ の活 動)は,生 徒 た ち にい ろ いろ な形 の カ ー ドや鉛 筆 をつ りあ わせ,

モ ビール(遊 具 の一 種)を 作 るこ とか ら,バ ラン スやつ りあ わせ,安 定性 につ い て探 索 させ る。 彼 らは,コ マ

の 回 転運 動 や,ぶ 一 ん と音 の出 る もの,ろ くろ,軸 と車輪 を持 つ機 構 で の ロー リン グ,回 転 す る コ ップ,及 び,

お は じき な どにつ い て調 べ活 動 を行 う。

「石,砂,ど う 」モ ジ ュー ル(4つ の活動)で は,さ ま ざま な種類 の岩 につ い て導入 す る。 モ ジ ュー ル の活

動 を通 じて,生 徒 た ちは岩 を並 べ替 えた り洗 った り,比 較 した り,順 列 に した りす る。 彼 らは,ざ る(ふ るい)

を使 って岩 の混 合物 を分別 し,粘 土 と土 につ い て探 索 す る。 生徒 た ちは,こ うした地球 物 質 を用 い た多 くの 経

験 を経 た あ とで,彼 らの 聞常 生 活 に お いて,人 々 がい か に地 球物 質 を活 用 して い るか を示 す た め の 自主的 研 究

に参 加 す る。

「大 気 と天気 」 モ ジ ュール(4つ の活 動)は,生 徒 た ち に よ る天 気 観 測 を含 む。 彼 らは プ ラス チ ックの 注射

器 とチ ュー ブ を使 っ て,空 気 の性 質 を 調べ,空 気 が押 し縮 め られ た ときに か さが 縮 め られ,圧 力 が増 す こ とを

見 つ け る。 生徒 た ちは,空 気 の はた らき を利 用 した 次 の よ うな さま ざまな 仕組 み を 制作 す る。 パ ラ シ ュー ト,

プ ロペ ラ,風 船 ロケ ッ ト,グ ライ ダー,風 車,吹 き流 し,風 見用 円錐 筒,た こ,及 び,風 車 。

(3)3・4学 年生 用モ ジ ュール

「生物 のつ く り」 モ ジ ュー ル(5つ の 活動)は,教 室 で生 き物 の物 語 りをっ つ る。 生 徒 た ち は,種 を発 芽 さ

せ,そ れ を水栽 培 で育 て る。 ま た教 室 でザ リガ ニ を飼 い,そ の興 味 深 い体 の つ く りと行 動 を観 察す る。
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「人体」モジュール(4つ の活動)は,生 徒たちが自分たちの体(骨 格や関節,筋 肉)の 基礎的なつくりと

相互のつながり,及 び,特 に刺激反応の状況で,い かにしてこれ らのつくりが協調して運動に結びついている

か,に ついての理解を進める。

「音の物理」モジュール(4つ の活動)は,音 の発信源や音の受信,強 さ,高 さ,及 び音の方向などにっい

て経験する。また,振 動がすべての音の発生の中心と考えられることも扱う。生徒たちは,音 の物理に関する

さまざまな概念を探究するために学習センターで作業する。

「磁気と電気」モジュール(4つ の活動)で は,永 久磁石や電気の単回路,及 び電磁石について探索する。

はじめの3つ の活動で得 られた知識が,4つ 目の活動で応用され,生 徒たちが電信機を作 り,互 いに連絡 し合

うための有線機構を開発する。

「地球の物質」モジュール(4つ の活動)で は,生 徒たちが地球が作られている基礎的な構成物質に触る。

彼 らは,模 擬岩と実物の岩を体験し,鉱 物や特性を調べ,地 質学者が貴重な岩を分析 したり鉱物を同定したり

するテクニックについて学ぶ。

「水」モジュール(4つ の活動)は,生 徒たちを最も驚くべき物質である水に密着させる。彼らは,日 常生

活のさまざまな場面での表面張力や氷結,膨 張,濃 度,気 化,及 び凝結について調べる。最後に,水 の質(ク

オ リティ)と 水の自然循環の過程について考える。

「測定」モジュール(4つ の活動)は,メ ー トル法での測定を導入する。生徒たちは,基 準単位について学

び,長 さ(メ ー トル),:重 さ(グ ラム),液 体体積(リ ットル),及 び温度(摂 氏)を 用い,ま た,測 定が必要な

場面で適切に道具として用いることができるようにする。

「アイデアと発明」モジュール(4つ の活動)は,拡 散的思考と創造性に焦点を当てる。科学者たちが普段

目立たないで行っている清報収集に用いる4つ のテクニック(摩 擦,ク ロマ トグラフィー,指 紋,鏡 像)を 習

得した後に,生 徒たちは,そ れらをゲームや芸術作業,及 びその他の創造的な製作に活用する。

(4)5・6学 年生用モジュール

「環境」モジュール(6つ の活動)で は,生 徒たちは多くの異なった植物や動物,及 び彼 らの環境を探索す

る。陸上と水中の両方の機構に関する構造的な調査によって,環 境要因,許 容性,環:境 上の優i先権,環 境の範

囲,な どの概念が形成 される。

「食物 と栄養」モジュー一ル(4つ の活動)で は,生 徒たちに,酸 性内容物,ビ タミンC ,脂 肪分,及 び糖分

について植物を試験する手段を与える。 こうした活動に続き,彼 らは,知 識 と栄養に関する成分表からの情報

を活用 してランチメニューを計画 したり評価したりする。

「てこと滑車」モジュール(4つ の活動)は,生 徒たちに6つ の単純な機械の中から2つ 一てこと滑車一を

用いて,力 学に関する基礎的な概念を示す。生徒たちは直接経験により,力 点,作 用点,支 点,カ の拡大率な

どを理解する。

「混合物 と溶液」モジュール(4つ の活動)は ,生 徒たちに基本的な化学的概念を導入する。彼らは,混 合

物 と溶液,濃 縮,飽 和,蒸 発,及 び,化 学反応を経験:する。

「地形」モジュール(5つ の活動)で は,地 文学と地図づくりの概念を学ぶ。生徒たちは,川 の流れの台を

使って,土 地の造形をシミュレー トし,地 形図法によって地形を表現する。

「太陽エネルギー」モジュール(4つ の活動)は,生 徒たちに太陽の動きと受ける太陽エネルギーに関する
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大切な概念を導入する。生徒たちは,い くつか異なった地球の物質を使って,太 陽エネルギーを取り込み,ま

た反射式や吸熱式の集熱器を用いて太陽熱湯沸かし器を作る。最後に,モ デルハウスについて考え,い かに太

陽エネルギーを活用した空間利用の発熱性を最大にするかを見つけだす。

「変数」モジュール(4つ の活動)は,生 徒たちに変数の概念を導入する。生徒たちは,変 数を同定し,変

数を制御し,さ らに,多 変量システムー振 り子や飛行機 ボー ト,及 びカタパル トーを用いての対照実験を実行

する。

「モデルと設計」モジュール(4つ の活動)で は,科 学的なモデルの概念について学習 し,生 徒たちに多様

な問題の解決法を見出す機会を設ける。強く強調されることは,作 業モデラレを組み立てて,実 世界の問題解決

に結びつけることである。

2.FOSS教 材による教員研修の実施

本研究では,日 本でのFOSS教 材の実践的可能性 を検討するために,一 部の教材を教員研修の場

で実施 した。以下に,そ の概要を報告する。

2.1FOSS教 材 「変数」モジュールの 「振 り子」

5・6学 年用モジュール 「変数」中の活動 「振 り子」を体験 してみる。

活動 「振 り子」は,そ の周期に影響する変数を明らかにする潜動を通 じて,条 件 を制御 して実

験す る能力や,結 果をグラフ化 して解釈 した り,グ ラフか ら誤差 を読み取った り,内 挿や外挿に

よって結果 を予測 した りする能力を高めるとともに,観 察 し,コ ミュニケー ションし,比 較 し,

組織化 し,関 連づけるといった科学的思考のプロセスを身に付けさせ ることを目的としている。

振 り子は,身 近な素材である鉛筆 と糸,ク リップ2個,及 びコイン(米 国の1ペ ニー硬貨1枚

か複数枚,わ が国であれば5円 玉が便利)で 児童に作 らせ る。

はじめの課題は,振 り子を作ってその動きを知 った後で,15秒 間で振 り子が振れる回数に,ど

んな変数が影響するかを調べることである。振 り子の振れ の回数の数え方を統一 して,実 際に計

測する。「変数」とい う用語が導入され,児 童は,振 れに関係がありそ うな変数 として,振 り子の

糸の長 さとおもりの重さ,振 れ始めの位置(高 さ)を 指摘する。

次に,3つ の変数が振 り子の振れの回数に影響す るか どうかを検証する。基準となる振 り子に

対 して,ど れか一つの変数を変え,他 の変数は変えないで,15秒 間の振れの回数を数えると,振

り子の糸の長さだけが振れの回数に影響することがわかる。そこで,児 童は,好 きな糸の長 さの

振 り子を作って,全 員で一斉に15秒 間の振れる回数を数える。そ して,黒 板の左から右に向かっ

て5回 から25回 までの数値が等間隔に書かれた紙が貼 られ,そ れぞれの回数の下にクリップが付

け られたところに,児 童が自分の振 り子の回数のク リップに振 り子 を釣 り下げる・それで・全員

が振 り子を釣 り下げ終わると,振 れる回数が多いほど,振 り子の糸の長さが短 くなっている関係

が一 目でわかる。このデータか ら,黒 板 と同じよ うに,左 から右方向に振れの回数を・上から下

向きに振 り子の糸の長さとなるようにした絵グラフを描かせ る。

次に,同 じデータを使って,横 軸に糸の長 さを,縦 軸に振れの回数をとった折れ線グラフを描

かせ る。このグラフを使 うと,デ ータの無いところの糸の長 さの振れの回数が予測できた り・予
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測を確 かめるために新たな糸の長 さの振 り子を作った りすることができる。 こうして,グ ラフを

活用する能力が育成 される。

「振 り子」の活動の後では,「救命 ボー ト」とい う活動が用意 されていて,適 当な高 さに切った

紙 コップ(ボ ー ト)を 使って,水 に浮かべた時に,何 枚のコイン(乗 員)を 乗せ られるかを測定

する。それぞれのボー トの容積(ミ リリッ トル)を 計測 して,横 軸にボー ト(コ ップ)の 容積を,

縦軸に乗せることのできたコインの枚数(乗 員数)を とったグラフを描かせ る。そ して,新 たに

異なる容積のボー トを作って,グ ラフから内挿や外挿によって乗員数を予測 させた上で,実 験を

して,予 測 と実測値 を比較する。 このように して,グ ラフ化の能力の定着が図 られる。

2.2FOSS教 材 「モデルと設計」モジュールの 「ブラックボ ックス」

次は,5・6学 年用モジュール 「モデル と設計」中の活動 「ブラックボックス」である。 この活

動では,黒 い箱を使って,頭 の中でモデル化する能力を育てるとともに,科 学の本質,つ ま りサ

イエンス とは何かを,子 どもにわか りやす く伝えることができる。

1人 に1つ,プ ラスチ ックの黒い箱を配る。配 られた箱は,中 を開けなければ何をしてもいい

ので,各 自工夫 して調べて,中 身がどうなっているかを考える。その後,黒 板に絵で描 く。既知

の事柄 として,中 にビー玉が1つ 入っている。まず個人で調べてみる。(各 自,盛 んに箱 を揺 らし

て中身 を確認 しよ うとする。同 じ班の個人に配 られた箱には,そ れぞれA,B,C,Dと 異なる

アル ファベ ッ トがかかれたシールが貼ってある。)中身を考えた ら,黒 板の 自分の箱についている

シールのアルファベ ッ トの ところに,予 想図を描く。

ここでやっていることは,例 えば,サ イエンスの学会で,テ ーマ別にABCDの4つ の分科会

があって,同 じテーマを研究 している科学者が集まった とす ると,そ れぞれの発表 したモデルに

は若干違いがある。ただ,発 表を聞いただけだと,ど うして違いがあるのかわからない。だから,

同 じものを研究 している人が,集 まって,相 手を蹴散 らすのではなく,真 実を求めるために討議

をす る。10分 後に次回の学会がはじまるので,そ れまで討議をする。(同 じタイプの箱 を持つ人

たち同士で討議す る。)

次 に,今 の段階での,分 科会の暫定的な結論を発表する。(各 分科会が,新 しいモデル と,そ う

考えた理 由を説明す る。)依然,真 実はわか らないけれ ども,こ れで,そ れぞれの専門家の分科会

で一番 もっ ともらしいモデルが出て くる。 これが現時点での科学の限界である。

自然界 を探 る方法には限界があるか ら,今 はこのような暫定的な結論がある。それが真実かは

誰にもわか らない。真実だ と分かって しまえば,だ れも研究 しなくなる。そのうち,新 しい手法

や事実が発見 されて,定 説が覆 されるとい うことがあるかもしれない。

ここで,ブ ラソクボックスは開けないまま,ブ ラックボックスの授業は終わることになる。作

業モデル を組み立てることで,実 世界を予測 してい くとい うプロセスが,児 童に教えられる,特

徴的な学習である。ふたを開けて中身がわかって しま うと,知 的好奇心は途切れて しまう。わか

らないものが,ど んなものなのか と思い続けているのが科学者だとい うことである。でも1っ の

発展課題が示 されていて,ブ ラックボックスを作成す るのに用いた材料を提示す る活動が用意 さ

れている。物質には有機物 ・無機物があって,考 え うる材料がある。そこで,あ りえない可能性
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を排除 して 自分達のモデルを検証する。頭の中でモデルを作っても,実 際に うま くいかない場合

もある。 したがって,実 際にモデルをつくって検証するとい う可能性が用意 されている。

科学が暫定的なものだとい う見方を教えるのは,科 学的 リテラシーとして,科 学とはどんなも

のか,技 術 とは どんなものか,そ れらはどうかかわっているのかなど,従 来の物理,化 学,生 物,

地学ではない横断的な見方を教 えることになる。科学的 リテラシーが世界的に重視 されてきてい

る中で,科 学が暫定的な性格を有 していることも大切な見方だ と考えられている。今の時代,理

科の授業 は全て先生が答えを知っているから,子 どもは科学でわか らないことはないと思って し

まいがちである。でも,科 学の暫定性を伝えることで,わ か らないことに固執する態度を育む こ

とができる。教科書に載っていることは,今 は一番 もっともらしいとされているけれ ど,も しか

した ら将来覆る可能性もありうることだとい うことを子 どもたちが知っていてもいい ということ

である。

参加 した教師の反応は,こ れ らのFOSS教 材は,日 本においても十分指導可能な内容であること

を示唆す るものであった。
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第10章 “ TwentyFirstCenturyScience”

－英 国の科学的 リテラシー育成カ リキュラム－

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.イ ングラ ン ドの義務教育修 了段 階(キ ー ステー ジ4)に おけ る科学 カ リキュ ラム改革

英 国(イ ン グラン ド)で は,2006年 か らナ シ ョナル カ リキ ュラムの義務 教育終了段階(キ ー ス

テー ジ4の2年 間;日 本 の 中学3年 一高校1年 に相 当)の 科学 の内容が大幅 に変 更 された。新 し

い カ リキ ュラムは,次 の領 域r科 学 は どうはた らいてい るかHowscienceworks」 と領 域 「学習

の幅Breadthofstudy」 を,す べ ての生徒 が履修すべ き内容 として位置 づ けてい る。

キーステージ4の 領域 「科学はどうはたらいているか」の内容

データ,証 拠,理 論,及 び,説 明

a科 学的なデータが,ど のように収集 され,解 析されるか

bデ ータの解釈の仕方,創 造的な思考の用い方,考 えをテス トしたり,理 論を構築するためにどのように証

拠を提示するか

c科 学的な理論,モ デルや考えを使って,多 くの現象に関する説明がどのように発展していけるか

d現 在の科学では答えが出ていない問題や説明ができない問題があること

実践能力及び探究能力

a科 学的な考えをテス トしたり,科 学的な疑問に答えたり,科 学的な問題を解決 したりするための計画を立

てること

b直 接にデータを収集したり,ICTや その他のツールを使 うなどして二次的にデータを収集 したりすること

c直 接にデータを収集する際に,正 確にかつ安全に,個 人や他人と協力 して作業すること

dデ ータの収集方法について評価 したり,証 拠としてのデータの妥当性や信頼性について考察すること

コミュニケーション能力

a科 学的な情報や考えを想起 したり,分 析 したり,解 釈 したり,応 用したり,疑 問を発した りすること

b定 性的検討と定量的検討の両方を用いること

c科 学や科学技術や数学の言語や,き まり,記 号,情 報通信手段などを用いて,情 報を提示 したり,主 張を

構成 したり,結 論を導いたりすること

科学め応用と関連

a現 代の発展 した科学や科学技術の利用と,そ れらの利益,不 利益,危 険性に関すること

b科 学や科学技術に関する決定が,そ れがもたらす倫理上の問題も含めて,ど のようにまたどうして行われ

るかに関すること,及 び,そ うした決定の及ぼす社会経済環境への影響について考察すること

c科 学的な知識 と科学的な考えの不確実性が,時 間が経過するといかに変化するかに関すること,及 び,そ

うした変化を正当化する際に科学者コミュニティが果たす役割に関すること
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キーステージ4の 領域「 学習の幅」の内容

生物と健康

a生 物は相互依存している。また,そ の環境に適応 している

b種 の多様性は,進 化的な変化を導きうる。また,種 の類似性や差異性は測定し分類することができる。

c生 物が機能する仕方は,細 胞中の遺伝子に関係している

d化 学的信号と電気的信号によって,体 のシステムが,体 をある最適な状態に維持するために,内 部からと

外部からの変化に対応することを可能とする

e人 の健康は,様 々な環境的,遺 伝的な諸要因,薬 の使用や誤用,医 学的処置によって影響を受ける

化学的な物質の振舞い

a化 学的な変化が,物 質中の原子の再配置によって起こる

b物 質問の化学反応にはパターンがある

c新 たな物質が,化 学反応によって,天 然資源から作られる

dあ る物質の特性は,そ の利用のされ方を決定する

エネルギー 電気 及び放射

aエ ネルギーの移動は測定され,そ の効率が計算できる。そのことは,エ ネルギーを使用することの経済的

なコス トと環境的な影響を考慮する際に重要になる

b電 力は容易に変換され,制 御される。そして,様 々な異なる状況で使用することができる

c電 離放射線を含む様々な放射が,エ ネルギーを移動できる

d波 動の形態の放射は,コ ミュニケーションに用いられる

環境,地 球と宇宙

a環 境に対する人間の活動の影響が,生 物指標と非生物的指標を用いて測定できる

b地 球の表面と大気は,地 球の起源から変化し続け,現 在も変化 している

c太 陽系は宇宙の一部で,そ の起源から変化し続け,今 も長期的な変化を示している。

「科学はどうはたらいているか」の内容は,大 きく 「データ,証 拠,理 論 及び,説 明」「実践

能力及び探究能力」「コミュニケーシ ョン能力」「科学の応用 と関連」の4つ の項 目で構成 されて

いる。これ らの領域横断的で活用範囲の広い資質や能力は,「学習の幅」で示 されるいわゆる科学

の知識の学習に統合されるよ うに教えられることが求め られている。また,そ うした学習で 目指

されている生徒像が,次 のように記 されている。

キーステージ4に おいて,生 徒たちは,科 学と科学者が社会的にはたらいている様子について学習する。デ

ータと証拠,理 論,説 明の間の関係を検討し,個 人や班で取り組む中で,実 践的スキル,問 題解決スキル,及

び探究スキルを発達させる。探究の方法と結論を,定 性的にかつ定量的に評価 し、自身の考えを明確にかつ正

確に伝達する。

すべての生徒は,彼 らめ科学的理解を,自 身や他人の生活スタイルに関する決定や,社 会における科学や科

学技術的な発展に関連づける能力を発達させる。

大半の生徒は,科 学と関連領域でのさらなる学習の基礎 となるように,彼 らの理解とスキルを発達させる。
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この表現 か ら,ナ シ ョナル カ リキ ュラムは,イ ングラン ドの義務教 育におい て,生 徒 に将 来市

民生活 を営む 上で 習得 させ たい学力 と して位 置づ けた科学 的 リテ ラシーの 内容 を表 した した もの

であ る と同時 に,上 位 学校 へ進学す る大 半の生徒 のための基礎 的学習 となる ことを 目指 してい る

と言 え るだ ろ う。

次節 で は,こ の新 た なカ リキ ュラム を具 体化 した教科書 の一つ の事例 と して 「21世 紀 科学」

(TwentyFirstCenturyScience)を 紹介す る。 「21世 紀科学」 は,ヨ ー ク大学,ナ フ ィール ド ・カ

リキュ ラム研 究所,OCR試 験機構 が,約3年 をかけて,ナ フィール ド財 団,ソ ル ターズ研究所,

ウェルカ ム トラス ト財 団の支援 を受 けて 開発 し,2006年 にオ クス フォー ド大学 出版社 か ら出版 さ

れ たプ ログラムで あ る。 「21世 紀科学 」 を通 して,英 国 にお ける科 学的 リテ ラ シーの育成 の方向

性 が よ り具体 的に把握 で きる と考 える。

2.“TwentyFirstCenturyScience” の 特 徴

「21世 紀 科 学 」は,大 き く,「GCSEScience」 「GCSEAdditionalScience」 「GCSEAdditional

ApPliedScience」 の3つ の プ ロ グ ラ ム か ら構 成 され て い る 。

「 GCSESclence」

「GCS:EScience」 は,全 員が履修 す るコア となる科 目で,ナ シ ョナルカ リキュラム 「科 学」

キー ステー ジ4の 「科学 は ど うはた らいてい るかHowscienceworks」 に対応 す る 「科学 に関す

る考 えIdeasaboutScience」 と呼ぶ 内容 を強調 してい る。モ ジュール と呼ばれ る9つ の単元は,

生物的 な 内容,化 学 的な内容,物 理 的 な内容(地 学を含 む)が それ ぞれ3つ 含まれ てお り,各 単

元は12授 業 時間 で指導 され るこ とが想定 され てい る1。

「 GCSEScience」 の内容

B1君 と君の遺伝子

B2健 康 を維持する

B3地 球上の生物

C1大 気 のクォ リティ

C2材 料の選択

C3食 事に関わること

P1宇 宙の中の地球

P2放 射 と生命

P3放 射能物質

1本 章 に記 述 の 内容 は,「21世 紀 科 学 」 の教 科 書 を分 析 した 結果 と とも に,2006年9月 に英 国 ヨー ク大 学 隣接 の

全 国 理 科学 習セ ン ター(NationalScienceLeamingCenter)で 開催 され たセ ミナ ー 「ScientificLiteracy:its

implicationsforschools」 に参 加 した 際 に,「21世 紀科 学 」 につ い て著 者 で あ るRobinMillar氏,JohnHolman

氏 らか ら詳 細 な説 明 を受 け た 内容 に拠 って い る。
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「B1君 と君の遺伝子」では,遺 伝子とそのはたらき,遺 伝病,遺 伝子治療,遺 伝子診断と出

産時の意志決定,ク ローンな どが,人 間生活 と科学技術の関わ りが強調された状況設定で扱われ

ている。

「 B2健 康を維持する」では,病 院の待合室でさまざまな症状をもった患者が 診断を待ってい

る状況設定で,ウ ィルスやバクテリア,菌 などの微生物による感染やそれぞれの微生物の特徴,

生活習慣病,病 原菌の増殖 と白血球のはたらき,免 疫システム,抗 生物質と副作用,抗 体の必要

性,ワ クチンと免疫 と接種の効果,イ ンフルエンザワクチン,AIDSとHIVウ ィルス,さ まざま

な種類の接種とその意志決定,抗 生物質耐性生物,新 薬の開発,臨 床検査の仕組み,循 環器病,

心臓発作,肺 ガンと喫煙の因果関係の究明過程 とその信頼性,優 れた研究とは何かな どが扱われ

る。

rB3地 球上の生物」では,生 物の多様性,遺 伝的多様性 と環境的多様性,進 化の歴史,化 石

か らの証拠,選 択的交配,自 然淘汰,ダ ーウィンの物語,同 じデータに対す る異なる説明,種 の

起源,自 然淘汰に対する人々の反応,ロ ーマカ トリック教会の評価,メ ンデル と遺伝学の発生,

メンデルの証拠 と自然淘汰,二 重らせん構造,突 然変異,生 命の起源 と諸説,生 体内恒常性,神

経システム,ホ ルモン,ヒ トの進化,絶 滅危惧種,環 境の変化,食 物連鎖,人 間の影響,生 物多

様性 と持続可能性,な どが扱われる。

「 C1大 気のクォリティ」では,大 気と汚染物質,大 気汚染の原因,汚 染濃度の測定 と解析法,

汚染物質の生成過程,大 気中の物質移動,大 気の質の健康への影響,汚 染除去のテクノロジー,

持続可能な発展などが扱われている。

「 C2材 料の選択」では,流 行 しうる新 しい靴のために,相 応 しい材料を選択するとい う状況

設定で,材 料の特性,天 然材料 と合成材料,ポ リマー,あ らゆる場所で見 られるポ リマーが導入

され,材 料試験,性 能管理,光 学顕微鏡や電子顕微鏡による繊維構造の説明,高 分子 とそのモデ

ル,ポ リエチ レンの発見 とナイロンなどポ リマーの発展,分 子の結合,デ ザイナーの素材,ゴ ア

テ ックスな どの巧妙な素材,持 続可能 性とは何か,材 料(モ ノ)の 一生,生 物分解素材,な どが

扱われる。

「 c3食 事に関わること」では,穀 物が農場か らパンが食卓に上るまでの過程で状況を設定 し,

農場で,植 物のために必要な化学物質,養 分の循環,害 虫の抑制 と殺虫剤,窒 素の循環,窒 素肥

料,集 約農場で用いられる化学物質 と環境,持 続可能性,有 機農業 と環境,保 存食品と加 工食品,

防腐剤(抗 酸化剤等)と 食品添加物,健 康的な食事,天 然のポ リマー,消 化,成 長,排 泄,食 物

や飲料中の有害物質,食 物アレルギー,食 事 と肥満,糖 尿病の しくみ と対処,食 品と消費者,食

品標準庁,食 品の研究,食 品の危険性,リ スクの高低 と警告前の行動 な どが扱われる。
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「 P1宇 宙の中の地球」では,宇 宙の しくみ と地球の歴史,化 石から過去を知る,大 陸移動説,

プ レー トテク トニクスと造山,地 震 と火山,災 害予測と防災,太 陽系の歴史 とクレーター,恐 竜

の絶滅,星 と地球の物質,核 融合,星 の一生,星 との距離 と光速,望 遠鏡で捉える宇宙,宇 宙の

起源 の理論などが扱われる。

「 P2放 射 と生命」では,太 陽光が健康へ及ぼす利点 と危険性,太 陽光か ら生命が受け取るエ

ネルギー,太 陽光 と大気,オ ゾンとオゾンホール,放 射の原理,電 磁波の放射 と吸収 と生命への

危険 性,生 活利用の電磁波,健 康被害の リスク判断,エ ックス線の安全性 と危険性,地 球温暖化

.と二酸化炭素,炭 素の循環,気 候変動,温 室効果ガス削減への行動などが扱われている。

「 P3放 射能物質」では,エ ネルギー梢 費について考えさせる状況設定で,電 力需要,電 気の

エネルギー効率,発 電 による二酸化炭素の放出を扱い,あ らゆる場所の放射線,自 然放射線 と人

工的な放射線,ラ ドン,放 射能の健康への影響,放 射能汚染,放 射線医療,放 射線によるイメー

ジング,健 康への リスクと利点,甲 状腺ガン治療,放 射線被曝量,ガ ンマ線の利用,原 子の崩壊,

原子の構造,同 位体元素,原 子力,核 融合,連 鎖反応の制御,原 子力発電,チ ェルノブイ リ事故,

核廃棄物,放 射能 と半減期,永 久処理場,エ ネルギーの将来,一 次エネルギー源,二 酸化炭素削

減,エ ネルギーに関す るディベー ト(原 子力利用か再生可能エネルギー源かエネルギー消費の提

言かの意志決定)な どが扱 われる。

中等教育修了資格(GCSE)の ための評価では,教 科書で扱われた生物的な問題,化 学的な問題

物理的な問題の3つ に加えて,「状況においての(科 学的な)考 え」(ldeasinContext)と 呼ばれ

る応用的な問題 の4つ の領域に関す る外部試験機関による筆記試験によって,全 体の3分 の2の

得点が決まる。残 りの3分 の1は,「 ケーススタディ」と 「データ解析」に関する学校内での実地

試験で採点 される。「ケーススタデ ィ」では,論 争を伴 うような問題に対する考察や,多 様な発表

形態を示せ ることが評価 され,「 データ解析」では,デ ータを解釈 した り評価 した りする能力が,

実際にデー タを収集す る活動を実践す ることを通 じて評価 される。

「GCSEAdditionaiScience」

「GCSEAdditionalScience」 は,「GCSEScience」 に続 いて,多 くの生徒 が履修 す る選択科

目で,同 じく生 物的 な 内容,化 学的 な内容,物 理的 な内容 をそれ ぞれ3つ 含 む9つ の単元 か ら構

成 されて い る。各 単元 は12授 業時間で指導 され ることが想 定 され てい る。後期 中等教育へ の連続

性 が よ り重 視 され た コー ス とな ってい る。
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「GCSEAdditionoalScience」 の内容:

B4ホ メオス タシス(生 体の恒常性)

B5成 長 と発達

B6脳 と心

C4化 学的 なパ ター ン

C5自 然環境の化学物質

C6化 学的 な合成

P4運 動 を説 明す ること

P5電 気 回路

P6放 射 の波 動モデル

中等教 育修 了資格(GCSE)の 評価 は,「GCSEScience」 と同 じく,教 科書 で扱 われた生物 的

な問題,化 学的 な問題 物理的 な問題 の3つ に加 えて,「 状況 にお いての(科 学的な)考 え」(ldeas

inContext)と 呼 ばれ る応用的 な問題 の4つ の領域 に関す る外部試験機 関に よる筆記 試験 に よって,

全体 の3分 の2の 得 点が決 ま る。残 りの3分 の1は,「 科 学的調査Investigation」 に関す る学校

内での実地試験 で採 点 され る。 「科学的調査 」では,「 方略」「デー タ収集 」 「デー タ解釈」 「評価 」

「発 表」 の各能力 が評価 基準に則 って評価 され るもの とな っている。

「 GCSEIAdditibnalAppliedScience」

「GCSEAdditionalApphedScience」 は,社 会で実際に使われている手続 きや科学技術を基盤

とした内容で,応 用科学の現代的な状況が設定されている。 より高度な職能教育コースやい くつ

かの後期中等教育コースへの連続性が重視 されている。次の6つ のブロックの うちか ら,3つ を

選んで,そ れぞれを36授 業時間で学習することが想定 されている。

「GCSEAdditionalAppliedScience」 の 内 容

B健 康へのケア

B農 業と食物

C科 学探知

C化 学物質を利用する

C/P材 料 と性能

Pコ ミュニケーション

中等教育修了資格(GCSE)の 評価は,自 分が学んだ3っ のブロックに関する外部試験機関によ

る筆記試験で50%,及 び 「ポー トフォリオ」とい う実際的で問題解決的な作業を伴 う学習の評価

手法で残 りの50%が 評価 される。
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「GCSEScience」 と 「GCSEAdditionalScience」 及 び 「GCSEAdditionalAppliedScience」

は,そ れ ぞ れ 一 つ の 中 等 教 育 修 了 資 格(GCSE)を 修 得 す る た め の も の であ る 。 「GCSEScience」

と 「GCSEAdditionalScience」,あ る い は 「GCSEScience」 と 「GCSEAdditionalAppliedScience」

の 組 み 合 わ せ に よ っ て,大 半 の 生 徒 が2つ のGCSEを 修 得 す る こ と が 期 待 され て い る 。

「GCSESeparateSclences」

生物 的 内容 と化学 的内容,物 理的 内容 のそれ ぞれ の修了資格,つ ま り3つ のGCSEを 修得 した

い一 部 の生 徒 向 けに,「GCSESeparateSciences」 が別途用意 され てお り,生 物 的内容 につ いて

は前記 のB1～B6に 加 えてB7を,化 学的内容 については,前 記 のC1～C6に 加 えてC7を,物 理

的 内容 につ いて は,前 記 のP1～P6に 加 えてP7を,加 えた もの となってい る。生徒 は,こ れ らの

す べて の内容 を2年 間か けて学習す ること となる。

「 GCSESeparateSciences」 の内:容

B1～B6(前 記 に同 じ)

B7・ 生物 は相 互に依存 してい る

・光合 成

・従属 栄養

・新 たなテ ク ノロジー

・呼 吸

・循環

・骨格 の システ ム

C1～C6(前 記 に同 じ)

C7・ アル コール,カ ル ボ ン酸,エ ステル

・化学 にお け るエネル ギー変化

・可逆反 応 と平衡

・分析

・グ リー ンケ ミス トリ一

P1～P6(前 記 に同じ)

P7・ 宇宙飛行士には空はどのよ うに見えるか?

・望遠鏡は どのよ うにはた らいているか?

・星 と銀河は,ど んなものか?

・星の誕生 と死の間に何が起 こるか?

・宇宙飛行士たちは,ど のよ うに協力 して働いているか?
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中等教育修了資格(GCSE)の ための評価は,生 物,化 学,物 理のそれぞれの資格試験で評価 さ

れ るが,そ れぞれについて,学 習 した内容に関する問題 と 「状況においての(科 学的な)考 え」

(ldeasinContext)を 問う応用的な問題に関する外部試験機関による筆記試験によって,全 体の

3分 の2の 得点が決まる。残 りの3分 の1は,「 ケーススタディ」 と 「データ解析」か 「科学的調

査」のいずれかの組み合わせでの学校内での実地試験で採点される。

3.“TwentyFirstCenturySclence” の 科 学 的 リ テ ラ シ ー へ の ア プ ロ ー チ

上記のように,「21世 紀科学」が扱 う内容は,個 人が生活 してい く上で身近なあるいは切実な

情報や問題を積極的に取 り上げている。特に,全 員がコア科 目として履修することとなっている

「 GCSEScience」 の内容は,医 療,健 康,安 全,環 境,資 源,科 学技術 といった社会生活 を送

る上で関心の高い領域横断的なテーマに関連 して,生 物的な内容,化 学的な内容,物 理的な内容

(地球科学を含む)を 学習するものとなっている。

日本では,理 科の内容は,物 理,化 学,生 物,地 学の体系的知識でまとめられてお り,領 域横

断的なテーマについては,保 健科や技術 ・家庭科,社 会科の中で一部扱われているか,あ るいは,

学校独 自に総合的な学習の時間の中で取 り上げる可能性がある程度に止まっている。結果 として,

「遺伝子診断」「新薬の開発」「絶滅危惧種」「大気汚染物質」 「生物分解素材」「植物アレルギー」

「災害予測 と防災」「電磁波の放射 と吸収と生命への危険性」「核廃棄物」など,新 聞やニュース

で一般的に取 り上げられる話題について,日 本の義務教育のカ リキュラムでは学習 されない。 ま

た,日 本の中学生が,「理科を学ぶことが大切だ」と感 じる程度が,国 際的にも,ま た他教科 と比

較 して も最低 水準に止まっていることが,国 際数学理科教育動向調査や教育課程実施状況調査な

どか ら明らかになっている。 したがって,市 民生活を営む上で習得が期待 される科学や科学技術

の知識や技能としての科学的 リテラシーを育成 しようする英国の義務教育におけるこうした科学

カ リキュラム改革は,日 本の今後の科学教育改革にも大きな意味を持ちうるものと考えられる。

科学教育において科学的 リテラシーが強調 されるのは,現 代の社会生活では,科 学や科学技術

が関連する大量の情報に接する中から,自 らに関わるものを取捨選択 した り,そ れに関わる問題

を適切 に解釈 したり,間 題に対して社会的に意志決定す るための議論に参加 した り,ま た,自 ら

問題を解決する能力を有 していることが,市 民の資質能力 として期待 され るからである。 「21世

紀科学」は,科 学技術の専門家になるわけではない大多数の子 どもたちに,科 学的 リテラシーの

習得を強調す るとともに,将 来科学技術系分野に進む可能性のある子 どもたちに対 しても,さ ら

に高度な内容の科目を選択可能 とす ることで,そ の必要性に応 えようとしている。

また,科 学の内容面だけでなく,前 述のように,新 しいナショナルカ リキュラムでは,領 域横

断的な資質能力について,領 域 「科学は どうはたらいているか」として,「 デー タ,証 拠 理論,

及び,説 明」 「実践能力及び探究能 力」「コ ミュニ ケーシ ョン能力 」「科学の応用 と関導 」の4っ の

資質能 力の習得 が位置づ け られてい る。

これ につ いて,「21世 紀科学」で は,「 科学的な説 明ScienceExplanations」 と 「科学 に関す る

考 えIdeasaboutScience」 とい う2つ の学習 内容 の柱 を立て て,各 単元の学習 が・それ ら両 方の
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柱に関連づけられ るよ うに設計 されている。後者の内容が,ナ シ ョナルカ リキュラムにおける 「科

学はどうはた らいているか」に対応 している。その中で,「21世 紀科学」が強調するのは,デ ー

タの質を評価す ること,相 関関係 と因果関係を適切に理解す ること,説 明が基づく証拠を特定 し,

説明の暫定性を認識すること,科 学の専門家集団の大切な役割を理解すること,リ スクに関わる

デー タを解釈す ること,リ スクと利益に関係する行動を評価すること,科 学や科学技術の応用が

もた らす諸問題 を認識 し,他 人の見方を評価 した り,自 分自身の見方を合理的に説明 した りする

こと,な どである。図1に,「21世 紀科学」における単元(モ ジュール)の 設計の考え方を示す。

図1「21世 紀科学」における単元設計の考え方

また,領 域横断的な資質能力の習得を確かなものにするためには,そ れに適 した評価法を導入

する必要がある。評価が筆記試験のみでは,指 導も科学的な知識理解に偏ってしまい,結 果的に

断片的知識の詰め込み,暗 記に陥 りかねないか らである。「21世紀科学」では,コ ア科 目の「GCSE

Science」 では,「ケーススタデ ィ」と 「データ解析」に関する実地試験 を課 し,「GCSEAdditional

Science」 では,「 科学的調査」を実行 させ 「方略」「データ収集」「データ解釈」「評価」 「発表」

の各能力を評価 し,ま た,「GCSEAdditionalAppliedScience」 では,「ポー トフォ リオ」とい う

作業重視の評価手法を導入す ることで,そ れぞれ育成 したい学力の習得を促す工夫が評価面にも

見 られる。

「21世紀科学」は,科 学的 リテラシーの育成を重視 して開発 された,新 たなプログラムである。

学校 は,科 学 の体系的知識の習得をより重視 した他のプログラムを採択することも可能である。

イ ングラン ドの自由な競争の中で,今 後,こ のプログラムが どの程度普及す るのか,そ の行方が

注 囹され る。
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第 瀬 章 2006年OECDPlSA調 査 に お け る

科学的 リテラシーの評価の枠組み(フ レームワーク)

小倉 康(国 立教育政策研究所)

1.2006年 円SA調 査までの フレーム ワーク開発の経緯

す で に第2章 で述べた よ うに,OECDのPISA調 査(生 徒の学習到達度調査)は,OECD加 盟

国に象徴 され るよ うに,科 学技術や社会経 済の発展 した現代社会 において,義 務教 育終了段 階に

あ る生徒 た ちが,知 識や技能 に関 して,社 会 が直面す る課題 に対 して どの程度準備 がで きてい る

かを測定す る調査 であ る。 毎回測 定 され ている領域 は,読 解 リテ ラシー(readingliteracy),数 学

的 リテ ラシー(mathematicalliteracy),科 学的 リテ ラシー(scientif1iteracy)の3領 域で あ り,2000

年 が,読 解 リテ ラシー を中心 とした調査,2003年 が数学 的 リテラ シー を中心 とした調査,そ して,

2006年 が科学的 リテ ラシー を中心 とした調査 であった。

日本 では,国 立教育政策研 究所 が この調査の設 計 と実施 を担 当 して きた。2006年 のPISA調 査

は,科 学 的 リテ ラシーが初 めて主た る調査領域 とな るもの で,2000年,2003年 の調査 と比べて,

約3倍 の調 査時間が割 り当て られ るとともに,質 問紙調 査 につ いて も科学的 リテ ラシー に関わ る

調査 項 目を中心 に設計す る ことが可能 となった。 そのた め,過 去の調査 よりも,幅 広 い領 域で科

学的 リテ ラシー を捉 え,そ の育成状況 を測 定す る評価 の枠組 み(フ レー ム ワー ク)を 作成 す るこ

と となった。

この作業は,OECDが2002年12月3～4日 に専門家を招いてパ リで開催 した第一回 サイエ ンス ・

フォー ラムに始ま り,ワ ー キンググループ会合(2003年1月23～25日,米 国コ ロラ ドスプ リン

グス)を 経 て,第 二回サイエ ンス ・フォー ラム(2003年2月27～28日,パ リ)で フ レー ム ワー

クの基 本方針 と最初 の試案 が作成 され た。 これ らの会合 を通 じて,枠 組 みの試 案作成 に寄与 した

こ とか ら,筆 者 はフ レー ム ワークのその後の開発 と具体 的な調査 内容 の検討 に携 わる こ ととなっ

たが,具 体的 な作業は,2006年PISA調 査のた めに結成 され た国際 コン ソー シアム(オ ー ス トラ

リア教 育研 究所(ACER)を 中心 として,オ ランダ教 育測定研究所(CITO),米 国WESTAT,及 びETS,

そ して国立教育政策研究所(N工ER)の5機 関で構成)が 設 置 した,科 学的 リテラシー の国際専門

委員会(ScienceExpertGroup;SEG)で 修 正案 を作成 し,OECDの 運営理 事会(PGB)に 承認 を求

める形 で進 め られ た。SEGは,米 国で長年,科 学 的 リテ ラシーの普及 を理論面 と実践 面で支 えて

きたRogerBybee氏 を委員長 と し,次 の11か 国12名 の専 門家 で構成 された。

委員長

委員

RodgerBybee

EwaBartnik

PeterPensham

PaulinaKorsnakova

BSCS代 表

ワルシャワ大学

モナシュ大学

スロバキア教育省

米国

ポーラン ド

オース トラリア

スロバキア共和国
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RobertLaurie

SveinLie

PierreMalleus

MichelinaMayer

RobinMiilar

YasushiOgura

ManfredPrenzel

AndreTiberghien

ニ ュー ブル ンス ヴィック州教 育省

オスロ大学

フランス教育省

国立教育評価研究所

ヨー ク大学

国立教育政策研究所

キール大学

リヨン大学

カナダ

ノル ウェー

フ フンス

イ タ リア

イギ リス

日本

ドイ ツ

フラ ンス

国際 コンソーシアムの下では,並 行 してフレームワークの試案に沿った調査問題の開発が進め

られた。調査問題の開発は,調 査問題作成担当機関(ACER;オ ース トラリア,IPN;ド イツ,ILS;

ノル ウェー,C工TO;オ ランダ,NIER;日 本)が パイロット問題を作成 し,そ れぞれの国内でのパイ

ロット調査を経た後,最 終的に必要な調査問題数の約3倍 の候補問題 を作成 した。 日本では,中

学高校大学の理科教師 と科学者の協力を得て,筆 者を含む国立教育政策研究所の理科教育の研究

官が中心 とな り,問 題作成を進めた。国際コンソーシアムでは,調 査問題作成担当機関以外の調

査参加 国か ら提案 された問題も含めて,フ レームワークへの適合性 と参加各国の担当者 によるレ

ビューの結果な どか ら問題の選定を進 め,結 果 として,最 終的に必要な調査問題数の約2倍 の候

補問題 を予備調査問題 とし,2005年 に参加各国での予備調査が実施 された。予備調査結果から,

フレームワークに最終的な修正を施 し,本 調査問題 を確定 し,2006年 に本調査が実施された。そ

して,完 成 されたフ レームワークは,OECD運 営理事会(PGB)の 承認を経て,英 語 とフランス語

で,2006年10月 に公開された。

2.科 学 的 リテ ラシー 評価 のフ レーム ワー クの内容

フ レームワークには,2006年 のPISA調 査における科学的 リテラシーの定義 とその理論的背景

の説明 とともに,フ レームワークに沿った調査の問題構成 と問題のサンプル(予 備調査で実施 さ

れ たもので,本 調査では実施 されていない)と して16題 が掲載 されている。サンプルでは,採 点

に用いた解答類型 とともに各問題がフレームワークのどの要素に対応す るのかの説明,及 び,問

題 を検討す る過程についてのコメン トが付記されている。 これ らの情報は,今 後各国で科学的 リ

テ ラシーの評価を 目的 とした調査問題 の検討に有用 と思われ,日 本でも2000年,2003年 のPISA

調査 と同様に国立教育政策研究所か ら全訳され出版 される予定である。なお,PISA2006の 調査

結果は,2007年12,月 に一部の本調査問題 とともに公開される予定である。

フレームワー クは全訳出版 され る予定であるので,以 下では科学的 リテラシーフレームワーク

の概要 を記す。

1OECD(2006)”AssessingScientific
,ReadingandMathematicalLiteracy:AFrameworkfor

PISA2006”.公 開pdfファ イ ル の ダ ウ ン ロ ー ド:http://www.pisa.oecd.org/
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科学的 リテラシーの定義

科学的 リテラシーが主調査領域 となるPISA2006で は,科 学的 リテラシーは次のよう定義 され

てい る。これは,2003年 調査までの定義(第2章 を参照)を 否定す るものではな く,そ れをさら

に拡張 したものであると捉えられている。

科学的 リテラシー とは,個 人が,

・ 疑問を認識 し,新 しい知識を獲得 し,科 学的な事象 を説明 し,科 学が関連する諸問題につい

て証拠に基づいた結論を導き出すための科学的知識とその活用であり,

・ 科学の特徴的な諸側面を人間の知識と探究の一形態として理解することであり,

・ 科学と技術(テ クノロジー)が 我々の物質的,知 的,文 化的環境をいかに形作 っているかを

認識することであり,

・ 思慮深い一市民として,科 学的な考えをもち,科 学が関連する諸問題に,自 ら進んで関わる

ことである。

科学的 リテラシーの枠組み

科学的 リテラシーは,一 つの根元的な問い 「科学 とテクノロジーが関係する諸々の状況におい

て,市 民は何 を知っていて,何 に価値を感 じて,何 をすることができることが重要であるか?」

に対 して,科 学的 リテラシーを構成する諸要素 とそれらの関係を構造的に図1に 示 され る枠組み

で捉えている。
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図 唾PISA2006科 学の評価の枠組み

状 況

科学 とテ クノロジ
ーが関係する生活

場面

人 々に

要求す

る

能力

・科学的な疑問を認

識する

・現象を科学的に説

明する

・科学的な証拠を用

いる

人々がどう

行動するか

に影響する

知識

・自然界に関する

知識(科 学の知

識)

・科学自体に関す

る知識(科 学に
ついての知識)

態度

科学の諸問題への対

応

・興味

・科学的探究の支

持

・責任感

・ 状況(context)は ,評 価 の対象で はな く,科 学 的 リテ ラシーが活用 され る諸 問題 の文脈 を特

定す る。フ レーム ワー クでは 「個人的,社 会 的,地 球的」とい う3つ の次元 で,腱 康,資 源,

環境,災 害,フ ロンテ ィア」の5つ のテー マを構造化(図2)し てい る。

・ 知 識(knowledge)は ,い わゆ る科学 の 知識(knowledgeofscience)と,科 学 につ いての 知識

(knowledgeaboutscience)と の2面 で捉 えてい る。前者 は 「物理 的シ ステ ム,生 命 システ ム,

地 球 と宇宙 の システ ム,テ クノ ロジーの システ ム」(図4)の4つ のテー マで,後 者 は 「科 学

的探究,科 学的説 明」(図5)の2つ のテーマで捉 えている。

・ 態度(attitudes)は ,科 学 的 リテ ラシー の定義で強調 され ている よ うに,PISA2006に お いて,

科 学的 リテ ラシーの評価 対象 となった。 「科 学への興味,科 学的探究 を支 持す る,資 源 と環 境

に対す る責任 」(図5)の3つ のテーマ で捉 えてい る。

・ 能 力(competencies)は ,他 の要素 か らの矢印 が集 まる ことで表現 され てい るよ うに,科 学 的 リ

テ ラシーが 活用 され る認 知 的プ ロセ スその もので ある。 「科学的 な疑 問 を認識す る,現 象 を科

学的 に説明 す る,科 学 的証拠 を用い る」(図3)の3つ のテーマで捉 えてい る。
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図2PISA2006科 学の評価のための 「状況」

個人的な状況

健康(例:健 康の維持,事 故,栄 養)

資源(例:個 人の物質 とエネルギー消費)

環境(例:環 境に優 しい行為,物 質の使用 と廃棄)

災害(例:自 然災害と人為的災害,家 を建てる際の決断)

フロンティア(例:自 然現象に関す る科学的説明への興味,科 学に基づ く趣味,ス

ポーツや レジャー,音 楽 と個人使用のテクノロジー)

社会 的な状況

健康(例:病 気 の制御,社 会 的伝染,食 品の選択,コ ミュニテ ィの健康)

資源(例:人 口の維持,生 活 の質,食 料の確保,生 産,流 通,エ ネル ギー の供 給)

環境(例:人 口分布,廃 棄物 処理,ゴ ミ処理,環 境 への影 響,地 方 の気象)

災害(例:急 速 な変化[地 震,激 しい気象],ゆ っ く りな漸進 的変化 〔沿岸 の浸食,

沈降],リ スク評価

フ ロンテ ィア(例:新 素材,装 置 と処理,遺 伝子操 作,兵 器 テク ノロジー,輸 送)

地球的な状況

健康(例:流 行(伝 染)病 の発生,感 染病の蔓延)

資源(例:再 生可能と非再生可能,自 然のシステム,人 口増加,種 の持続可能な利

用)

環境(例:生 物多様性,生 態系の持続可能 性,個 体数制御,土 壌の生成 と流失)

災害(例:気 候変動,近 代的戦争の影響)

フロンティア(例:種 の絶滅,宇 宙探査,宇 宙の起源 とつ くり)
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図3PISA2006に お ける科学 的な 「能 力」

科学的な疑問を認識する

科学的に調査可能な疑問を認識する

科学的情報 を検索するためのキー ワー ドを特定する

科学的な調査について,そ の重要な特徴を識別する

現象を科学的に説明する

与え られた状況において科学の知識 を適用す る

現象を科学的に記述 した り解釈 した りして,変 化を予測 した りする

適切な記述,説 明,予 測を認識する

科学的証拠を用いる

科学的証拠を解釈 し,結 論を導き,伝 達する

結論の背景にある仮定や証拠,推 論 を特定す る

科学やテクノロジーの発展の社会的意味について考える
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図4PlSA2006に お ける 「科学 の知識 」のカテ ゴ リー

物理的システム

物質 の構造(例:分 子モデル,結 合)

物 質の特性(例:状 態変化,熱 と電気 の伝導性)

物 質の化学変化(例1反 応,エ ネル ギー の移動,酸 とアル カ リ)

運動 とカ(例:速 度,摩 擦)

エネル ギー とその変換(例1保 存,散 逸,化 学反応)

エ ネル ギー と物質の相 互作 用(例:光 と電 波,音 波,地 震波)

生命システム

細胞(例:構 造 と機 能,DNA,植 物 と動物)

ヒ ト(例:健 康,栄 養,サ ブ システム(消 化,呼 吸,循 環,排 泄,そ れ らの関係),

病気,繁 殖)

個体数(例:種,進 化,生 物多様性,遺 伝的多様性)

生態 系(例:食 物連鎖,物 質 とエネル ギー の流れ)

生物 圏(例:生 態 系の助 け,持 続 可能性)

地球 と宇宙のシステム

地球システムの構造(例:地 圏,大 気圏,水 圏)

地球システムにおけるエネルギー(例:エ ネルギー源,地 球気候)

地球システムの変化(例:プ レー トテク トニクス,地 球化学的循環,構 成的な力 と

破壊的な力)

地球の歴史(例:化 石,起 源 と進化)

宇宙における地球(例:重 力,太 陽系)

テク ノロジーの システム

科学 に基づ くテ クノロジーの役割(例:諸 問題 の解決,人 間の必要性 や希望 をか な

える助 け,調 査の計画 と実行

科学 とテクノロジー との関係(例:テ クノロジー は科学の発展 に貢献す る)

概念(例:能 率化,ト レー ドオ フ,コ ス ト,リ ス ク,利 益)

重要な諸原理(例:基 準,制 約,革 新,発 見,問 題解決)
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図5PISA2006に おけ る 「科学 につ いて の知識」 のカテゴ リー

科学的探究

発端(例:好 奇心,科 学的な疑問)

目的(例:科 学的な疑問に答 えるのに役立つ証拠を得ること,探 究を方向付ける今

日的な発想やモデルや理論)

実験(例:異 なる疑問が異なる科学的調査を提案する,実 験計画)

デー タのタイプ(例:定 量的[測 定],定 性的[観 察])

測定(例:固 有の不確実性,複 製可能性,変 動(変 異)性,装 置 と手順の正確性 と

精度)

結果の特性(例:実 験的,試 験的,検 証可能な,反 証可能な,自 己修正的)

科学的説明

タイプ(例:仮 説,理 論,モ デル,法 則)

構成(例:デ ータの表現,既 存の知識 と新たな証拠の役割,創 造性 と想像力,論 理)

ルール(例:論 理的に一貫 しなければな らない,証 拠に基づ く,歴 史的知識 と今 日

的知識)

成 果(例:新 しい知識 の生成,新 しい手法,新 しいテ ク ノロジー,新 しい疑問 と調

査 を導 く)
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図6PISA2006に おける 「態度」の評価 のための領域

科学への興味

科学と科学が関連す るさまざまな問題や努力に好奇心を示す

さまざまな リソースや手法を用いて,一 層の科学的知識 と能力を獲得することに意

欲を示す

科学が関連する職業を検討することを含んで,科 学的情報を求めたり,科 学への興

味を継続 させたりすることに意欲を示す

科学的探究を支持する

異なった科学的見方や論点を検討する重要性を認める

事実に関す る情報を用いることと合理的な説明を支持する

結論を導く際に論理的で慎重な過程をとる必要を表明する

資源と環境に対する責任

持続可能な環境を維持する事に対する個人としての責任感を示す

個人の行動が環境に及ぼす影響の認識を示す

自然資源を維持する行動に意欲を示す
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調査問題の割合

図2か ら図6に 示 された枠組みに沿って作成 された調査問題で,本 調査問題は構成 されている

が,調 査問題全体 として総合的に科学的 リテラシーが捉えられるように,科 学的 リテラシーの構

成要素ごとの構成割合が次のよ うに設定 されている。

図7PISA2006の 調査問題における 「知識』の各要素の割合

科学の知識

物理的システム

生命 システム

地球 と宇宙のシステム

テクノロジーのシステム

素点の割合

15～20%

20～25%

10～25%

5～10%

小計

科学についての知識

科学的探究

科学的説明

小計

60～65%

素点の割合

15～20%

15～20%

35～40%

合計 100%

図8PISA2006の 調査問題における 「能力」の各要素の割合

科学的な能力

科学的な疑問を認識する

現象を科学的に説明する

科学的証拠を用いる

素点の割合

25～30%

35～40%

35～40%

合計 100%
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第 稔 章 科学的探究能力の指導 と評価に関する

教師教育プログラムの開発

小倉 康(国 立教育政策研究所)

第2章 で論 じたように,欧 米で進められてきた科学的 リテラシーの育成を目指す科学カリキュ

ラム改革において,科 学的探究能力の育成はその主たる構成要素の一つ となっている。そこで本

研究では,科 学的探究能力をどのように捉え,そ れを理科の指導 と評価にいかに取 り入れるかの

教師教育プログラムについて,海 外の事例 も参考 としなが ら,理 科の教員研修や教員養成の講座

での試行を通 じて検討 してきだ 。その基本的な内容について報告する。

1、 科学的探究能力をどう捉えるか

「科学的探究能力とは何か」について,さ まざまな捉え方がされているが,大 まかには観察や

実験を通 して疑闇や仮説を確かめていくプロセスとして捉えられている。歴史的には,19世 紀か

ら20世 紀にかけて,科 学的探究能力を,デ ーター帰納一法則(仮 説)一 演繹一検 証(反 証)と い

った固定化 された 「科学の方法」と捉えて,そ うした一連の過程に沿って理科学習を展開するこ

とを良かれ とした時代があったω。 しか し,科 学 とは何かを問 う科学哲学の発展によって,科 学

がその ような 「科学の方法」によって進歩 してきたものではない(2)ことが明確 になり,探 究の過

程は普遍的な論理が存在 しない多様なものであるとする見方に変わってきた。そこで・今 田では,

科学的発見や科学的問題解決を目指 したさまざまな状況の目的的活動に利用できる諸能力を総称

して 「科学的探究能力」と呼んでいる。つまり,科 学的探究を進める固定的な方法 としてではな

く,科 学的探究を進める上でそれを獲得 しておくことが有益 と考えられる諸能力 として科学的探

究能力を捉えるようになっている。

科学的探究能力をそのように捉えると,実 に多様な能力的要素がそれに含まれ ることがわかる。

例 えば次頁の リス トに示す ような項 目を上げることができる。

この リス トには,科 学的な思考に関する能力(③ ～⑤,⑦ ～⑨)の ほかに,科 学への情意 ・態

度面(①,②)や 技能 ・表現力面(⑥,⑫ ～⑮),知 識 ・理解面(⑩ ・⑪)の 能力も含められてい

る。子 どもたちがこうした多様 な能力を発達 させておくことが,将 来・彼 らが何 らかの疑問や課

題を科学的に探究した り解決 した りしていく際の推進力になると考 えられる。教師としては,指

導 と評価を通 じて,最 終的には,こ うした多様な能力が子 どもたちに育成 されることを目標 とし

た授業設計を志すべきと考える。

以下では,科 学的な思考に関す る能力の基盤 となる論理的思考力・科学のプロセススキル・非

形式推理 と批評的思考力の指導 と評価について論 じる。

1お茶の水大学における一部の実践は,以 下に紹介されている。
小倉康(2007)「科学的探究能力育成スキル1一 科学的探究能力をどうやって育むか?」 千葉和義他編著 『サイ
エンスコ ミュニケーション』日本評論社,109～162頁.
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科学的探究能力 を捉える観点の リス ト

① 事象への好奇心 ・探究心

科学への情意 〔科学技術への興味 ・関心 ・イメージ,価 値意識,学 習意欲,学 習習慣等〕

② 科学的態度や科学的意志決定の尊重

科学的な態度 〔持続可能な発展(環 境 ・生態系,資 源 ・エネルギー等),民 主主義社会形成,

科学的根拠の提示,防 災(自 然災害,人 的災害)・ 危機管理,健 康 ・衛生,科 学技術開発等〕

③ 情報の収集 と分析の能力

文献 レビュー,調 べ学習,ア ンケー ト,イ ンタビュー等

④ 仮説やモデルの構築力,技 術的創造 ・設計力

仮説演繹的推理,帰 納,ア ナ ロジー(類 推),技 術的創造 ・設計力

⑤ 変数制御 と実験計画能力

変数同定(制 御変数,操 作(独 立)変 数,反 応(従 属)変 数),操 作的定義,探 究計画,妥

当性

⑥ 観察実験等の操作的技能

五感,テ クノロジー活用(セ ンサ,機 器),創 造性,安 全性,信 頼性 ・正確性

⑦ データの処理,グ ラフ化,数 学的解析力

情報処理能力,比 較 ・分類,関 数的変量関係,統 計(平 均,ち らば り等)

⑧ 証拠 に基づいた論理的推論能力

保存,比 例,条 件制御,確 率,順 列組み合わせ,因 果関係 と相関関係,帰 納と演繹

⑨ 非形式的推理 と批評的思考力

三段論法と前提の誤謬性,認 知過程の 「振 り返 り」「見直し」

⑩ 科学的知識の習得,理 解,基 盤

学校理科,学 校外学習機会(科 学館 ・博物館,新 聞 ・TV,書 籍,レ クチャー等)

⑪ 科学的知識の適用,応 用,関 連づけ

問題解決,も のづ くり,日 常生活への応用 ・関連づけ

⑫ 情報通信技術(ICT)の 活用能カ

シ ミュ レー ション,イ ンターネ ッ ト(ブ ラウザ,メ ール,ホ ームページ等),表 計算,画 像

解析,ワ ープロ,デ ータベース,CDやDVDの コンテンツ作成,プ レゼンテーションアプ リケ

ー ション

⑬ 表現力(発 表,討 論 テキス ト表現と理解)

科学論文(英 国コースワーク(プ ロジェク ト),課 題研究,自 由研究),パ ネル発表,プ レゼ

ンテーシ ョン(書 く,聞 く,話 す,読 む,見 せ る,討 議する)

⑭ 国際性(英 語力,異 文化理解)

英語力,国 際理解 ・協調,英 文アブス トラク ト,英 語コミュニケーション,海 外情報検索等

⑮ リーダーシップ と協働の能力(チ ームワーク)

チームワー ク,KJ法,ブ レーンス トー ミング法,等
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2.論 理的思考力について

論理的な思考 とは,.数学の定理や論理,科 学の原理や法則,観 察実験事実や法律な ど,客 観的

な命題 「形式的な論理」に基づいて判断 したり演繹的に推理 した りすることである。理科教育で

「論理的思考力」というときは,そ の思考形態よりも,ピ アジェの発達段階の考え方に基づいた,

子 どもの思考力に関する発達的制約を意味す る場合が多 くある。すなわち,理 科教育で要求する

思考水準が,そ の子 どもの発達段階に対 して,適 切な要求であるかを問うような場合だ。 とりわ

け,具 体的操作の時期(7～8歳 か ら11～12歳)か ら形式的操作の時期(11～12:歳 に始まり14～

15歳 頃に完成)へ の移行が後期初等教育段階か ら前期中等教育段階への移行 と重なるため,こ の

間の形式的な思考操作を要するような学習内容の導入には注意する必要がある。また,発 達に個

人差があるため,形 式的な論理操作にまだ不慣れな児童生徒に対 して,い かに指導すれば理解で

きるかに留意する必要がある。

例えば,「密度」などの比例的変量関係が形式的には理解できない中学生が多 くいる。それに対

して小倉(3)は,調 査結果から,生 徒が比例的変量関係を形式的に理解す るようになる以前に,ま

ず課題を定性的に理解することを前提 とすべきであると結論 している。形式的な論理操作に偏 り

やすい 「比熱」や 「電圧」 といった科学概念の指導においては,生 徒の思考力の発達的制約への

配慮が必要である。 さらに,形 式的操作が困難でない生徒でも,課 題を定性的に説明す ることに

困難を示 した ことから,定 性的な理解を欠いた形式的な論理操作が,表 面的な学習に止まる危険

性を持つことがわかる。理科では,生 徒に学習した科学の原理や法則を真理 として演繹的に問題

に適用 させて問題を解かせる場面がよくあるが,た とえ生徒の思考が 「論理的思考」の形態であ

ったとしても,実 質的には理解 しているとは限 らないのである。

理科の授業で 「論理的思考力」が試 される別の場面は,観 察実験結果か ら論理的に結論を導 く

場合だ。例えば水を加熱 して,「 水は何度で沸騰するかを調べる」課題で,実 際は100℃ よりも低

い温度 で沸騰する様子を観察 しても,「水は100℃ で沸騰する」と結論づける生徒がいる。温度変

化とともに沸騰の様子を記録 して,そ こか ら論理的に判断すれば,「水は100℃ より低い温度 で沸

騰 した」あるいは「水は100℃ でなければ沸騰 しないわけではない」とすべきであるが,「水は100℃

で沸騰す る」 とい うr知 識」や 「信念」が判断の客観性を歪めて しま う。そのような先入観の下

では,飽 和水蒸気圧の変化や溶質によっても沸騰温度が変わ りうることや,気 化 し始めた温度 で

はなくそれ以上に上昇 しなくなった温度を沸点とすること,さ らに,測 定に用いた温度計の精度

に幅があることなど考えが及ばない。 したがって,理 科教育では観察実験結果か ら客観的に何が

言えるのかを考えさせることが論理的思考力を育成するとともに科学的な見方を発展 させ る上で

とても重:要である。

1980年 代に米国で開発 された論理的思考力問題GALT(GroupAssessmentforLogicalThinking)

は,「 保存」「比例」「変数制御」「確率」「相関」「組み合わせ」の6種 類の論理的思考パターンに

関する12の 問題で構成 され,児 童生徒の論理的思考力の発達段階の推定に用いられた。

「保存」の思考パ ターンについては,上 皿天秤で釣 り合った2つ の丸い粘土の一方を平たく延

ば した後で再度両者の重さを比較 した結果を理由とともに選ばせる問題 と,同 じ体積 と形で一方
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は軽 く他方は重い2つ のおもりを,そ れぞれ同 じ量の水の入った2つ の同じ形の ビーカーに入れ

た ときに水面の高 さが どうなるかを理 由とともに選ばせる問題 となっている。年少の子 どもたち

は,見 た 目の大 きさと重 さとが区別できず,薄 く延ば した粘土は軽 くなると考 えた り,重 いおも

りの方がよ り水面が高 くなると考える傾向がある。

「比例」の思考パ ターンについては,小 さなコップと大きなコップそれぞれで大きなバケツに

水を満たす場合にそれぞれ15杯 と9杯 必要だ とわかっていて,小 さなバケツを満たす場合に小 さ

なコップで10杯 必要であれば大きなコップで何杯必要かを理由とともに選ばせる問題 と,天 秤の

中心か ら左に3の 距離に10gの おもりを釣 り下げるとき,5gの お もりを右に釣 り下げて天秤を

釣 り合わせるには中心からどれだけの距離に釣 り下げるべきかを理 由とともに選ばせる問題 とな

っている。いずれ も,比 例の関係を使って論理的に推理させる問題であるが,形 式的な論理操作

に不慣れな子 どもには,難 しい課題である。

「変数制御」の思考パターンについては,同 じ長さの糸につけられた10gの おもりと5gの お

も り,及 び,少 し長い糸につけられた5gの おもりの3つ のふ りこがあるとき,ふ りこの往復す

る時間が糸の長 さに関係 があるか どうかを調べるためにはどのふ りこを使えばよいかを理 由とと

もに選 ばせ る問題 と,傾 斜台の異なる高 さの場所からボールをころが してビー玉に当てると,ど

れ くらい遠 くまで ビー玉が動 くかを調べるために,ま ず,低 い場所か ら軽いボールをころが した

な らば,次 に,高 い場所からころがすボールは,重 いボール と軽いボールのどちらにすべきかを

理由とともに選 ばせ る問題 となっている。いずれも,変 化 させ る条件以外の条件を同じにすると

い う論理操作が可能かを問 うものである。

「確率」の思考パターンについては,布 ぶ くろの中にさまざまな形 と模様の木片がそれぞれ何

枚 かずつ入 っている場合,ふ くろの中か ら木片を1個 取 り出す ときにある模様の木片(形 は異な

っていてもよい)が 取 り出される割合を理由とともに選ばせる問題 と,同 じ布ぶ くろから,あ る

形 である模様か同 じ形で別のある模様の木片かが取 り出される割合を理由とともに選ばせ る問題

になっている。確率の考え方を用いて計算 させるものである。

「相 関」の思考パターンについては,ネ ズミの大きさ(太 っているかやせているか)と 尾の色

(黒か 白)の 間に関係があるかを,あ る場所のすべてのネズミに関する調査結果か ら理由ととも

に選ばせ る問題 と,魚 の大 きさ(大 きいか小 さいか)と 縞模様(太 い縞か細い縞か)の 間に関係

があるかを,調 査結果か ら理由とともに選ばせ る問題になっている。相関関係は,日 本の義務教

育では教え られていないので,大 人でも正解が容易でないのであるが,例 えば,大 きな魚 も小 さ

な魚 も どちらとも7分 の3に 太い縞模様があるか ら,魚 の大きさと縞模様の間には関係はないと

い うよ うに,2つ の変量を組み合わせた ときに,同 じ比になっていれば相関関係 はないと判断す

る。逆 に,比 が大 きく異なるときには,相 関関係があると判断する。

「組み合わせ」の思考パターンについては,男 女3人 ずつで,男 子1名 と女子1名 の2人 で肝

試 しをする ときのすべての組み合わせ を書 き出させる問題 と,新 しくできるショッピングセンタ

ーで4つ の店を1列 に並ばせる場合 のすべての並びを書き出させ る問題になっている
。組み合わ

せの考え方 を用いて,整 然 と解答が導けるかが闇われる。
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このような論理的思考のパターンは,思 考力の発達 した大人が思考する際には容易に適用 して

いるものであるが,小 学生の多 くや,中 学生の一部では,困 難な課題である。理科的な探究場面

においては,と りわけ,比 例的な考え方や,変 数制御の手法は,頻 繁に適用す ることになる。

3.科 学 のプ ロセ ススキル につ いて

「科学的探究能力」とい う言葉が用いられるときは,多 くの場合,プ ロセス ・スキル(process

skills)を 意味 している。 これは1960年 代に心理学者ガニエによって提唱され広まった考え方で

ある。彼は,プ ロセス ・アプローチの基本的な考え方を次のように説明 している。「科学を探究 し

てい く際の科学者の一連の知的活動は高度に複雑ではあるが,そ れはより単純な複数の活動に分

析可能である。・・中略 ・・これ らの科学者の知的活動は,単 純な活動から始まって,そ れ らをも

とに してより複雑な活動へ と組立てられていくようにして学習される。 したがって,子 どもたち

にプロセス・スキルを獲得 させようとする学習は,観 察のような単純なものから始めて,次 第に,

分類する,測 定する,伝 達する,数 量化する,時 空間を用いる,な どを組立てていき,推 論や予

測 を可能にしていくような順序で構成することができる。 さらに進んでくると,操 作的に定義す

る仕方,検 証可能な仮説を形成する仕方,実 験の仕方,実 験結果の解釈の仕方がわかってくる。

こうして,優 秀な生徒を育成することが可能となる。」

ガニエの理論を基礎 として作 られた初等理科 カ リキュラムであるSAPA(Science-AProcess

Approach)で は,科 学者の行為から次の13の プロセスを特定 した。

① 観察する

② 時空の関係を用いる

③ 分類する

④ 数を用いる

⑤ 測定する

⑥ 伝達する

⑦ 予測する

⑧ 推測する

⑨ 変数 を制御する

⑩ データを解釈する

⑪ 仮説を形成する

⑫ 操作的に定義する

⑬ 実験する

は じめの八つは,基 礎的プロセス とされ,小 学校4年 までに,残 りの五つは統合的プロセスと

され,小 学校4年 以降に学習す るもの とされた。SAPAで は,こ れ らの各プロセスを習得 させ る単

元を,「 実験する」のプロセスを最上位 とした階層構造をもってカ リキュラムに配置 した。

こうした科学のプロセス ・スキルの考え方は,わ が国でも,昭 和44～46年 改訂の中学校 ・高等
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学校指導要領に見 られる 「科学の方法」の考え方に影響を与え,今 日でも 「科学的に調べる能力」

あるいは 「探究の技法」 と言われているものの原型 となっている。

理科の学習を科学的な問題解決過程 と捉 えると,そ こには科学者 の探究活動にも共通するさま

ざまな知的技能が介在す る。まず,調 べたい事柄(課 題)が 明らかになったとき,そ れを実験可

能な命題 に表現 し(実 験課題の明確化),実 験によって導き出され る結論がそれを検証ない しは反

証するもの としての見通 しを立てる(仮 説の設定)。実験する事象に関与すると見られ る全要因を

抽出 し(変 数 の同定),同 じにする条件(制 御変数)と,変 える条件(操 作変数),及 び変化する

条件(反 応変数)を 明確にして,各 条件が何で測 られるものかを定義 し(操 作的定義),実 験:に必

要な道具や実験手順を組み立てて(実 験計画),実 験 し,結 果を記録す る(測 定 ・記録)。 実験結

果を集計 した り表や グラフに整理 して(デ ータの処理),実 験仮説を検証 し結論づけ(論 理的推論),

結論の持つ意味や適用の限界について考察す る(結 果の考察)。

実際の問題解決が必ず しもこのような定形で進行す るわけではないが,少 なくともこうした探

究の諸技法に習熟 して こなかった人は,多 くの場合,実 験仮説を設定できなかった り,変 数を同

定 しないで条件の曖昧な実験を実行 した り,そ のために論理の飛躍 した結論を強引に導いた り,

結果(デ ー タ)と 結論(わ かったこと)や 考察との区別がっかなかった りしがちである。筆者 も,

理系の大学生の多 くが,こ うした不十分な問題解決能力の状態に止まっていることを多 く見てき

た。「科学のプロセススキル」は,問 題解決の流れがどのようなものであれ,そ の諸局面で,科 学

的な探究活動を展開す るために必要 となるさまざまな知的技能の集合 と考えてよいと思われる。

注意すべきことは,子 どもの学習可能性を過大視 してはな らないことである。ガニエの主張によ

れば,ど のよ うな高次の学習 もその学習に必要なより低次の学習を順序よく学習させ ることによ

って可能になると帰結 され るため,発 達段階に配慮 した学習の適時性 を考慮 しなくてもよくなる。

しか し,経 験的に,形 式的な論理操作は小学校の低 ・中学年の児童には困難なのである。

1980年 代に米国で開発 された科学のプロセス ・スキルに関するテ琴 ト問題TIPSII(Testof

IntegratedProcessSkills改 訂版)は,36問 か らなるペーパー ・ペンシルテス トで,「 仮説を設

定する」(9問),「 変数 を同定する」(12問),「 操作的に定義する」(6問),「 実験を計画する」(3

間),「 グラフ化 ・データの解釈 をする」(6問)と い う五つのプロセス ・スキルの獲得の状況を調

べよ うとす るものである。

「仮説を設定す る」プ ロセスについては,実 験状況の説明に続いて,「 この実験で確かめようと

していることがらは,次 のどれですか」 とい う典型的な間い方をして,適 切な答えを選択肢から

選ばせ るよ うになっている。

「変数を同定す る」プロセスについては,実 験状況の説明に続いて,「 この実験で同じにす るも

の(controlledvariable)は,次 の うちの どれですか」,「この実験で変化す るもの(dependentor

respondingvariable)は,次 の うちのどれですか」,「この実験で変えておくもの(independentor

manipulatedvariable)は,次 の うちのどれですか」とい う典型的な問い方をして,そ れぞれ適切

な答 えを選択肢か ら選ばせ るようになっている。独立 ・従属 ・制御変数 とい う科学用語は,わ が

国の理科教育では教え られないため,英 語の部分の日本語は,子 どもにわか りやす く意訳されて
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いる。科学用語 をどの段階で導入するかは,理 科教育の大きな問題であるが,正 しい科学用語が

使 えることは,科 学コミュニケーションにとっても重要なので,義 務教育のどこかで全員に習得

させ るべき事項 と思われる。

「操作的に定義する」プロセスについては,実 験で調べたい事を説明した後で,調 べたい事 を,

「次の うちの どの方法で測定 した らよいですか」とい う典型的な問い方をして,適 切 な答えを選

択肢から選ばせ るようになっている。

「実験を計画する」プロセスについては,実 験仮説を説明 した後で,「それを確かめるには,次

の うちの どの方法で調べたらよいですか」とい う典型的な問い方をして,適 切な答 えを選択肢か

ら選ばせるようになっている。

「グラフ化 ・データの解釈をする」プロセスについては,実 験結果がグラフで与えられた後で,

「このグラフからいえることは,次 の うちのどれですか」 とい う典型的な問い方をして,適 切な

答えを選択肢から選ばせるか,あ るいは,実 験結果が表で与えられた後で,「 この表の値が示すグ

ラフは,次 の うちのどれですか」とい う典型的な問い方をして,適 切なグラフを選ばせ るように

なっている。

こうした科学のプロセス ・スキルの考え方は,固 定化 した 「科学の方法」としてではな く,科

学的探究を効果的に進める上で大切な諸能力 として,米 国のみならず,広 く世界の理科教育で子

どもたちへの習得が図られている。わが国においても,「条件統一す る」プロセスは,特 に小学校

5年 での育成が重視 されているほか,「グラフ化」のプロセスは小中学校を通 じて指導されている。

中学校の理科第1分 野では,,「探究的な活動を通 して,生 徒の問題解決への意欲も高まり,例 えば,

観察す る,測 定する,分 類する,数 量化する,記 録する,条 件制御する,実 験法を考えるなどの

探究の技法が習得 されていく」(中 学校学習指導要領解説一理科編)こ とが期待 されている。

4.非 形式的推理と批評的思考力について

聞き慣れない用語だが,非 形式的推理(informalreasoning)は,前 記の論理的思考で述べたよ

うな客観的な命題 「形式的な論理」に基づいて判断した り演繹的に推理 したりす るものではない

ものの,生 活上,日 常的に無意識のうちにあるいは意識的に推論や判断に使用 されている思考パ

ターンを総称 したものである。つまり,生 活者にとっては一番身近な推理様式 とも言える。認知

に関す る研究が進み,特 定領域の熟達者の思考分析や,日 常行動などの分析によって,人 間の推

理は,従 来考えられていたよりもずっと多様で複雑であることが明らかとな り,「演繹」や 「帰納」

といった形式的な推理様式よりはむ しろ推理される文脈や内容の特殊性に依存 した非形式的な推

理様式に関する研究が多 く見 られるようになってきた。非形式的推理の研究は,日 常的な推理や

熟達者 と初心者の比較 信念,ア ナ ロジーや比喩,事 例や極端例の利用,直 観,意 志決:定など多

岐にわたっている。小倉（4）は,物 理専攻の大学生の物理問題解決過程を分析 して,彼 らが 「手続

き的知識 をア ・プリオ リ(経 験を必要 としない真理性)に 信 じ込んで,推 理過程で矛盾に遭遇

してもそれを修正することは非常に困難ないしは不可能であ り,修 正を回避す るために望ま しい

結論が得 られるような後ろ向き推論を行って,場 あた り的(ア ド・ホック)な 論理 を生み出 した
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り,ア ナ ロジーを利用 した り,論 理的矛盾に 「まあ,い いか」と妥協 した り,あ くまで直観や信

念を貫いた り,場 合によっては物理法則 を歪めて解釈 した り,協 同解決者 と安易な合意に至った

りしたことを報告 している。

この例 の よ うに,「 判断」は 「推理」 の結果 と して導 かれ る場 合だ けでな く,実 は 「判断 」が先

にあ って,そ れ を可能 にす る よ うに後 ろ向 きに行 う 「推理」 も存在 す るのであ る(こ れ を 「手段－

目標 分析 」(means-endsanalysis)と も言 う)。

小倉 ⑤は,人 間 が推 理 で用い る さま ざまな論理 のパ ター ンを次の よ うに概 括 して いる。 非形 式

的 な論理 によ る推理 が非形 式的推理 とい うことに なる。

形式的な論理

・非経験的な論理

自然科学の規範(数 学の定理や論理,科 学の原理や法則など)

社会的な規範(法 律や規則な ど)

・経験的な論理(観 察実験事実,史 実など)

非形式的な論理

・非経験的な論理

(権威 ある情報,常 識,慣 習,流 行,仮 説,モ デルなど)

・経験的な論理

(特殊 な事例や実験結果,調 査統計結果,経 験,習 慣な ど)

・場あた り的な論理

(曲解,短 絡,思 いつき,辻つ ま合わせ,仮 定など)

・社会的相互作用による論理

(合意,不 一致,同 意,妥 協,主 従関係,社 会的欲求な ど)

・個人的な論理

(直観,信 念,価 値感,イ メージ,感 情,感 覚,欲 求など)

まず,形 式的な論理は,普 遍的に存在する 「非経験的(ア ・プリオリ)な 論理」と,経 験的真実

として存在す る 「経験的(ア ・ポステ リオ リ)な 論理」で捉えられる。通常私たちは,数 学の定

理や科学の基本原則をいちいち証明することなどしないで,自 明のもの として利用 している。 こ

れ らは,そ うした論理が通用す る社会では,一 種のルール として非経験的な論理がコミュニケー

シ ョンの基盤 となっている。いわゆる 「パラダイム」を形成 している。法律など社会的なルー一ル

は頻繁 に変更 され うるが,科 学の世界でも新たな発見によって 「パラダイム ・シフ ト」が起こり

うるな ど,こ の類の普遍性は,実 は暫定的な約束事であって絶対的なものではない とい う認識は

必要である。経験的な論理は,誰 もが再現できる観察実験事実や,解 釈の余地のない事実として

の過去の出来事である。こ うした形式的な論理 に基づいた論理的な推論は,き わめて客観性の高

い結論を導 くと考えられ る。
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一方,非 形式的な論理は,人 によって異なる解釈は判断に至る客観性 の低い推論を導 くもので

ある。非形式的な論理は,論 拠が経験に依 らない 「非経験的な論理」と,経 験を論拠 とするr経

験的な論理」,説 明のために場あたり的に生成 される 「場あた り的(ア ド・ホ ック)な 論理」,協 同

で推理判断する際に他者 との相互作用で生成される 「社会的相互作用による論理ま,及び,他 者 に

は共有することの困難な 「個人的な論理」で捉えられる。

非形式的な論理における 「非経験的な論理」には,ま ず,社 会的権威のある人(専 門家,教 師,

聖職者など)の 発言や メディアや機関の発 した情報(テ レビ,新 聞,教 科書,解 説書,機 関誌な

ど)と しての権威ある情報が含まれる。それ らの情報は,虚 偽である可能性は否定できないにも

関わ らず,信 頼すべき情報として判断に利用されがちである。また,社 会常識 慣習,宗 教行為,

流行 も,そ の真偽 を問われることなく行動を誘導する。科学者が提起する仮説も,「阻石恐竜絶滅

説」のように,真 偽 を保留 したまま推理や判断に用い られる。また,モ デル も,仮 説同様,そ れ

が実物ではない とい う虚偽1生を保留 したまま推理や判断に用いられる。

非形式的な論理における 「経験的な論理」は,一 般的でない特殊な事例や追試 されない実験結

果,コ ンピュータ ・シミュレーション等による仮想的実験結果,心 理学や社会学における統計調

査結果,個 人的な経験,習 慣などを論拠に推理や判断 しようとするもので,い ずれも帰納的誤謬

(こび ゅう;間 違い)に 結びつく可能性がある。統計調査結果は,標 本の無作為性,結 果の信頼

性や精度を考慮しなくてはな らないなど,確 率的な推理や判断が要求 されるにもかかわ らず,あ

たか も絶対的な真理として用い られることが少なくない。社会的な意志決定場面で,特 定の状況

での個人的な経験があたかも一般的な見解かのよ うに主張される場面もよく見られる。

「場あた り的な論理」は,自 己の主張や期待す る結論を導いた り擁護するために,逆 にそ うし

た結論 を導 くための前提 として作 り出されるもので,事 実や原理を曲解(歪 めて解釈)し た り,

「要す るにこの違いは誤差だよ」などと短絡 した り,そ の場の思いつきや辻つま合わせで済ませ

る行為を誘導する。科学においても,18世 紀のフロギス トン説(燃 焼時に金属の質量が増加する

現象 を,フ ロギス トンを負の重量として説明)の ように,仮 定をお くことによって矛盾する状況

を うま く説明 しよ うとす るこ とはよ くある。身近 な例 だ と,学 力向上 に向けて,「 早察 ・早起 き・

朝 ご飯」が推奨 されているが,両 者には相関関係は見 られても,因 果関係は定かではない・にも

かかわ らず,ど ちらも期待 されることなので,因 果関係があるかのように曲解 しても社会的に通

用するのである。

「社会的相互作用による論理」は,例 えば二人で協同して推理や判断をす る場合に,論 理の中

身にかかわらず,二 人が合意すればそれで良しとしてしまった り,一 方が他方の意見に同意 した

り妥協 した りす るなど,誤 謬性の高い論理である。科学的に解決可能な問題 に対 して,多 数決や

声の大 きさで解答を決めるこ とが間違いを導きやすいのは明らかであるが・容易 に解決できない

ような問題に対して,そ うしたや り方で解決 してしま うのは社会生活上よくあることである。

「個人的な論理」は,個 人の直緯や信念,価 値観,イ メージ,感 情・感覚,欲 求な どを論拠 と

す るものである。電気は怖いとか虫は嫌いといった感情や,早 く終わらせたい といった欲求など

が誤 った判断を導くことは容易に想像できる。
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このように人間の推理 を捉えてみると,従 来の理科教育で育成 しようとしてきた推理判断力は,

形式的な論理に基づ く推理判断のみを特に強調 してきたことがわかる。理科の授業においては,

普遍的真理 として科学の原理や法則を演繹的に問題に適用することや,観 察実験:結果か ら論理的

に結論 を得 ることが重視 されてきた。

しか し,現 実には,科 学者 といえども,真 偽を保留 して仮説やモデル を立てて推理 した り,個

人的な経験か ら浮かんだアイデアを用いた り,直 観的に答えを考えた りしている。科学者に限 ら

ず,創 造的な思考は,こ うした非形式的な論理に基づく推理や判断で溢れている。 したがって,

これか らの理科教育は,非 形式的推理にも重 きを置いて教える必要があると考える。それによっ

て,例 えば,「 権威ある情報」だからといって無批判にその論理を受け入れて しま うような判断,

友達が皆 「同意」 したか らといって自分の主張が正 しいとするような判断なども正 してい くこと

が出来るであろう。教師の論理について も,生 徒にとっては非経験的で真偽の不明な論理である

にもかかわ らず,「 教科書に書いてあるから」 とか,「 科学ではそ うい うことになっているから」

といった 「権威」 を振 りかざす ような教え方をしていないか,不 適切な場面で多数決をしていな

いか,理 由を示 さずに特定の子 どもの意見のみを採用 した りしていないか,う まくいかなかった

実験結果 をただ誤差のせいにして辻つま合わせ していないかな ど,よ り合理的な推理や判断を導

くような修正が可能 となるだろう。

つま り,非 形式的な論理に対 して敏感 になることが,「科学的な思考」 と 「科学的でない思考」

の違 いをよ り明確 にすることに役立つ。それによって,推 理や判断をより合理的なものに修正す

ることが可能 になる。そのような状況での科学コミュニケーションは,曖 昧 さや誤解の少ないお

互いに理解 しやすいものになると考えられ る。

こうして,非 形式的推理 に関す る理解 と,そ れによって推理や判断を修正 していく批評的思考

力の獲得が 「科学的探究能力」の一つの大切な要素だ と考えられ る。

批評的思考力の評価例を紹介す る。次は,中 学生の批評的思考力の評価のために作成 した問題

の2例 である。

問1う すい塩酸 と うすい水酸化ナ トリウムの液が,ア ル ミニ ウムは くを変化 させるか

どうか を調べる ことにな りました.

よ し子 さんの 考えた方法は,ス ホイ トで うすい塩酸 をアル ミニウムは くの 入1)た 試験

管 に入れ,そ の 玄ま同 じスポ イ トで同 じ娃の うすい水酸化ナ トリウムを別のアル ミニ ウ
ムは くの 入った試験 管に 入れ るもので した,

よ し子 さんの実験 の方法は よいですか,わ るいですか 、わ るいと思 う場合は,そ の理

由を思いつ くだ け駐きな さい.

(よい ・ わるい)
わるい と思 う場 合はそび)理由
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問2水 の量 の違 いに よる暖 まり方の違い

を調べることにな りま した。

かおるさんの考えた方法は,図 のよ うに,

2本 のガスバーナーで,水 の 縫の異なるビー

カー を温め,ス タン ドで支えた温度計で,1

分 ごとの水の温度の変化 を認録す る もので
した、

かおるさんの実験 の方法はよいですか,わ

るいですか、わるいと思 う場合は,そ の理由

を思いつ くだけ 善きなさい。

(よい・ わるい)

わるいと思 う場合はその理由

中学校 壌校 の1・2年 生,248人 に実施 した結果,問 題1と 問題2の 回答 の「 よい」を1,「 わ る

い」 を2と して,整 理 した結果は以下の よ うになった。「わ るい」 の割合 は,問 題1で は,1年 で

66%,2年 で78%で あった。問題2で は,1年 で31%,2年 で50%で あった。

これ らの問題は,実 験方法を批評的に捉えて,改 善点を指摘 させるものである。正解 とするに

は,「 わるい」を選択 した上で,適 切な理由が記述できる必要がある。適切な理由が書けて正解 と

なる生徒の割合は上記の数値よ りも大きく低下する。

問題1の 正解理由の記述例は,「同じスポイ トでちが う種類の薬品を試験管に入れ るのはよくな

い。 スポイ トで うすい塩酸を入れたあとで うすい水酸化ナ トリウムをいれるとうすい水酸化ナ ト

リウムを入れ る時にスポイ トにす こしついていた うすい塩酸がいっしょに入って しま うから」「う

すい塩酸 とうすい水酸化ナ トリウムが混る。でも洗っていれば大丈夫だけれ ど,そ のままと書か

れているので洗っていないことになる。」などである。

間題2の 正解理由の記述例は,「ガスバーナーの火のつよさがちがう。温度 計は手でもってビー

カーのそこにつけないようにする。」「温度計を熱 しているビーカーの底につけるとわれて しま う

ことがあるから。火の強さがちが うか ら同じに しなければならない」などである。

問題2は,ガ スバーナーの火力を同じにするとい う条件統一の視点 と,温 度 の測定技術の視点

の2面 で批評的に捉えることを要求するため,問 題1よ りも困難である。

常に教科書や実験プリン トに示 された“正 しい” 実験手順のみに従って実験を行 ってきた生徒

にとっては,こ うした問題で正解することは容易でない と考えられる。 自ら実験計画を立て,あ

るいは,実 験計画の適切性について検討 した り議論 した りするような指導を行 う必要がある。
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資 料

理科好きの裾野を拡げ,

トップを伸ばすための

理科教師たちの実践 と提言
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公立中学校の理科教育,理 科教師の現状

浦 田安之(熊 本県菊池市立洒水中学校)

前・熊本県中学校教育研究会理科部会事務局長

現・熊本県中学校教育研究会理科部会幹事(問題集編集担当)

1.人 的支援を理科教師の負担軽減のための加配措置を！

・現行の学習指導要領になり,さらに教師は多忙を極めている。

「現場は忙し過ぎる」「必修理科の授業に専念できない現状」

本校のある若手理科教師の例

週の持ち時数が21h／29h(1週 間)

(授業時数確保のために,1週29時 間で計画)

つまり一 日の空き時間は1時 間 多い日で2時 間。

これで予備実験を行い,授 業(実 験や観察)の 準備ができるでしょうか?結 局,夜 の9時,10時 まで残

ってがんばらねばならない状況。

必修理科3時 間×5クラスの15時 間,道 徳1時 間,学 活1時 間,総 合2時 間,選 択理科2年1時 間,

選択理科3年1時 間 生徒指導部会の会議1時 間 計22時 間

(別紙資料参照:平 成17年 度1学 期洒水 中時間割)

22h／29hと いうことは,一 日のうち1h多 くても2hしか空き時間はない。担任であれば生活ノートの点

検,返 却を行い,欠 席・不登校生徒の対応もある。家庭へ電話したり,家庭訪問をしたり,相談室へ行っ

たり・・・・。そして,夕 方5時 以降は,部 活動の指導へ。終了は午後7時 。職員室へ戻ってこれるのは,午

後7時 すぎ。これから夏場になり中体連の大会近くなると8時近くまで指導にあたることもある。

土欄 も部活動の練習,対 外試合,各 大会へ参加して,終 日のボランティア状態。

また,思 春期まっただ中の生徒対象の中学校は生徒指導もたいへん。

どこで,理 科教師が自分のスキルアップできる時間と機会を確保できるか?と ても厳しい状況である。

また,教 職員標準定数法により,人事異動で学校へ人員が配置されるが,教 科による人数を考える時,

なんと必修教科の授業時数で各教科の教員の数が決められている。

理科は,1年105h,2年105hで これまでどおりが,3年 生が105h～140hだ ったのが80hに なったこと

で,社 会よりも減らされた状況となってしまった。

現場の校長先生は単なる数値あわせでしか,人 事を考えておられないと思われる。必修教科の合計時

数が,教 科教員数の基準にされている。確かにやむをえない事かもしれないが,理科 の授業確数を減ら

したことノ鵠 翻 獅 の数を減ら乙で乙まったことノごなる。

理科という教科の特殊性(予 備実験を行い,教 材教具の周到な準備をし,事 故防止の安全面への配

慮を十分施し実験を行い,効 果ある結果を出し,科 学的な見方や考え方を身につけさせる。そして授業
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終了後は片づけを行い,ワ ークシートやテスト等での評価活動も行う。時間と労力が他教科よりもたい

へんである)を十分理解されている管理職や教育委員会,教 育事務所の先生方はどれだけいることか?

理科教師は,総 合的な学習の時間での「環境」をテーマにした指導でも活躍している。他教科と「理科」

の違い,特 殊性を打ち出し,国 が総力あげて,「科学創造立国日本」を目指す意気込みを示してほしい。

「理科離れ」が問題 になっているが,「理科離し」という表現が妥当だと思われる。人事のシステム,校 内

の校務分掌において,「理科」を特別扱いしてでも,国 の施策として理科担 当教師が教科指導に専念で

きる恒常的な制度化を望む。単に「文部科学省指定校」ということではなく,全国すべての国公立学校で

実施される施策をお願いしたい。「指定校」の場合,そ の指定期間が終わればまた元の状況になってしま

うのが現状であり,抜本的な改革を期待する。

また,熊 本県だけかもしれないが,小 学校の理科専科の教師は,理 科免許を持っていない学校が多く,

教務主任が理科専科という現状がある。これでは,「教科書で」教えるのではなく,通り一遍の「教科書を」

教える理科学習になっているきらいがある。「科学的な思考力」を高める手だてや 「わくわくする理科授業

の創造」など厳しい。また,小 学校の理科教育研究会がまともに機能していない現状を聞かされている。

よって,理 科教師に本 当の理科専科,理 科という教科専属で指導にあたられるような環境,シ ステムづ

くりを構築していただきたい。ぜひ,理 科実習助手の配置あるいは理科教師の理科専科として担任を外

し,スペシャリストとして理科教育に専念できる環境整備,あ るいは持ち時数を他教科の半分にするなど,

理科教師の人員の加配が不可欠だと考える。以前,実 験の準備や片づけ,実 験そのもののの支援を行う

人が配置されていた時期があったと聞いているがそのような人員配置は今はない。本校には児童生徒理

解支援のための加配教員が配置されており,生徒指導や人権同和教育指導教諭として充当されている。

また,英 語や数学などが少人数学級指導の対象にされており,理科で取り組んでいる学校はほとんど聞

いていない。

国が本当に危機感を持っておられるならば,理 科教育振興のための理科指導の加配教員の配置など

大胆な施策を希望する。

今,現 場の教師,担 任への負荷は極限状態。担任を持とうとしない教師が増えている。そして,教 師の

精神疾患が増えているのが現状。ゆとりどころではない。.

こんな多忙な状況だから,文 部科学省から「理科大好きモデル地域事業」の誘いがあっても,そ こまで

手が回らない。ましてや,理 科教師個人での対応を考えると引いてしまう,避けてしまうのが現状である。

教育委員会から各学校理科担当へ話があっても,素 直に喜べない。理科教師の負担軽減を。加配教

員が認められないならば,高 専や大学のスペシャリスト,博物館の学芸員などゲストティーチャーとして定

期的そして長期(1～ 数ヶ月)の 派遣も検討していただきたい。ただ学校外からの場合は,しっかり義務教

育諸学校の現状,児 童生徒の発達段階など状況をよく理解された大学の先生方でないと,いくらスペシ

ャリストでも効果は上がらない。

また,外 部講師との指導計画や準備の打ち合わせ等煩わしさが伴い,場 合によっては現場から敬遠さ

れがちにもなる恐れがある。
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現在進められている学校外の活動で行われる理科大好きボランティア支援や理科大好きコーディネー

ター支援は今後も大いに推進していただきたい。自然科学に興味ある子どもたちが自ら学ぼうとする環境

づくり,制度はどんどん進めてほしい。ただ,今 のところ全国のどれだけの地域に普及していることか?地

方にいては,このような情報すら伝わってこない。

また,地 方の公立中学校の場合,土 日は部活動に追われ,土 日にいろいろな自然科学に興味関心を

高めるための「おもしろ実験」や「理科大好き事業」など催:事を実施しても生徒はなかなか集まらない。長

期休業中に単発的な催事に参加できるぐらいの状況であり,継続的なものが実施できない状況である。

2.物 的,財 政 面,情 報面 での恒常 的な支援を！

・理科の事業においては,理 科教育振興法がどこまでいきている事やら。地方も財政難。科学技術は進

歩するなかで,古 い器具を使いながら,教科書にある実験をノルマとして消化しているだけである。

本校の理科教育振興法における整備率は,25%ど まり。しかも古い機材ばかりで,予 算要求しても極

わずかしか認められない。隣接の中学校でも30%程 度の整備率である。学校数の多い 自治体によって

は,毎 年理振による購入ではなく,ローテーションで数年に1度 しか予算措置が受けられない学校もある。

だから,生徒実験をすべきなのに,必 要な機材が揃わず,教 師の演示実験で終わってしまうときもある。

楽しくわくわくする授業を組み立てようとしても,器 具・道具が不十分で,楽 しい授業の展開が図れない。

結局,理 科教師の中には,自 分の財布から教材研究のために器具,書 籍を買っている場合が多く見られ

る。

道具も古くて魅力的でないし、… 。もっと,備品購入などハ ードウェア面での改善策を。

経 済的にゆとりのある自治体の学校とそうでない学校の格差は広がるばかり。どんどんひどくなってい

る感じがしてならない。特にIT関 連の達成率も自治体や学校によって,格 差は広まるばかり。平成17年

度末まで達成すべき校内LANが 整備されていない学校もまだある。

本校では,校 内LANの 整備は終わり,インターネットには接続されているが,電 子メールのアカウント

は教育センターから発行されたものが学校にただ1つ だけ。校内の教職員が電子メールのやりとりすら自

由にできない。そのスキルも低いままである。

また,ITの 授業への活用がまだまだ進んでいない。理科の場合,科 学技術振興機構が提供している

科学技術・理科教育のためのデジタル教材システム「理科ねっとわ一く」によるデジタルコンテンツの提供

はとてもすばらしい。2分野の授業を中心に,頻 繁に利用している。普段の理科授業の中で使えるもっと

教科書に準拠したコンテンツ開発を行い,現 場に無料配信してほしい。

3.理 科教育振興法の主旨を活かせるような大胆な改革と取り組みを

理 科 教 育振興 法

第1条 この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかん

がみ、教育基本法(昭 和22年 法律第25号)及 び学校教育法(昭 和22年 法律第26号)の 精神

にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識・技能及び態度を習得させ拳とともに、工夫創造の

能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を
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育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。

理科教育振興法があるにもかかわらず、振興法たるものになっていない。ただ設備費の1／2を 国が補

助するためだけのものになっているようだ。大事な法律だが,現 場では「理振」と聞けば「備晶購入のため

だけ」としか思い浮かばない。しかも地方では財政難で毎年,購 入できるわけでもない。財政的に厳しい

のであれば,民 間企業から公立学校への寄付を認め,公 立学校を支援できるスポンサー的な制度を認

めたらどうか。

本来の理科教育振興法の趣旨・目的が達成されていないのではないか。備品の購入に限らず,加 配

教員の措置,理 科の授業の少人数指導措置など理科教育振興法に明記するような法改正をぜひお願

いしたい。また,全 国の小・中学校の理科備 品の整備率調査を至急実施して,現 状を把握していただき

たい。ぜひ,地 方の公立学校の理科室や理科準備室を直接見ていただきたい。ITの整備率や指導可能

教員の数の調査などWebを 利用して毎年行われている。理科教育の現状調査も毎年実施していくべき

である。

4.理 科大好きモデル地域事業について

各県中学校教育研究会理科部会(県 中理)へ の情報の配信と支援を

国からの公文書の流れ

文部科学省－－＞県教委－－＞県内教育事務所－－＞命町村教委－－＞各公立学校－－＞担当者

これでは,文 部科学省の指示命令は通っても,本 来の主旨や意図は地方末端,現 場教師までは

浸透しない。

「理科大好き地域支援事業」という施策が現場理科教師にどれだけ知れ渡っていることか?前 任校の

附属教官すらもよく知らなかった。

一部の教育委員会担当者や一部の学校の事業としてしか広まっていないのではないか。直接,文 部

科学省とやりとりできるシステムを実現してほしい。

また,県 教委の理科担当指導主事も多忙な状況ではないか。本当に理科教育振興のために動くことが

できる状況にあるのか?県 教委を通すことも行政上のシステムとして大事だが,ぜ ひ直接,全 国の各中学

校ヘメールやダイレクトメールによる情報配信をしてほしい。

また,全 国には,『全国中学校理科教育研究会』という県教委認定の研究団体が各県にあり,理科教

師は互いに情報交換しながらスキルアップに努めている。

各県の中学校教育研究会理科部会(県 中理)へ,い ろいろな予算的に裏付けられた施策の案内をして

ほしい。全国に存在する各都道府県の中学校理科教育研究会という組織をぜひ活用し,支援してほしい。

ぜひ「理科大好きプラン」,今年度から始められる「理科大好きモデル地域事業」などを公募する場合,県

教委ルートとさらにもう一本,各 県にある「中学校理科教育研究会」への情報伝達や案内のルートを確立

してほしい。

熊本県の場合,中 学校理科の担 当者は管理職を含めて,500名 弱の会員数である。そして,や る気の
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ある理科教師は多い。毎年,授 業研究大会による公開授業や授業研究会の実施,各 地区代表者 による

理科教師個人の研究発表大会の実施,授 業で使う資料集や問題集を作成したり,地域の中学校に集ま

り夜遅くまで熊本県下一斉で実施する観点別テスト問題の作成をしたり,また夏期休業 中には実技講習

会や巡検会を開いたりしている。

また,過 去3年 間,次 のような熊本県の委託事業も実施してきた。

現在,熊 本県は財政難を理由に県立博物館設置構想が凍結されたままである。つまり,熊本県には県

立博物館がない。しかし,建設準備のために,熊 本県内の自然に関する情報収集として県文化企画課の

委託契約事業を請け負い,県 内の自然文化,名 水,地 質,希 少野生動植物などのデータ収集に県内の

小学校や中学校の理科教師が活動してきた。その成果は,「ありのままの熊本アーカイブス」としてW鋤

上で公開されている。

このように学校という枠組みを超えて,理 科教師が集まり研鎭に努めている。こんな教師の集まり,研究

団体の支援をぜひ行ってほしい。各県の県中理の実態と活動状況を文部科学省もしっかり把握していた

だきたい。

また,文 部科学省指定の事業もその指定が終了すれば,予 算の裏付けや加配教員の措置がなくなり,

元の状態になっていく。効果がないとまでは言わないが,様 々な各事業が打ち上げ花火的に全国にぱら

ぱらと30地域で実施されるより,全国の小・中・高等学校で「広く」「末永く継続的」に実施される理科教育

振興のプラン,制 度を希望する。

(参考資料:別 冊;熊本県中学校教育研究会理科部会会誌41号,42号)

5.SPP推 進 につ いて

長期休業中における短期研修や

大学や高専との相互支援ができる制度を！

現学習指導要領になり,内容の厳選ということで前指導要領から「内容3割 削減」が当時謳われた。わ

れわれ20年 を超える教師のように,以 前の指導要領や学習内容を知っている教師はよいが,新 任理科

教師は今の学習指導要領,学 習内容しかしらない。今の内容を100だ と思って指導している。経験豊か

な教師は,折 に触れ,プ ラスアルファの指導や話ができるが,新 任教師は教科書そのものを100だ と思い,

指導している。

つまり,応用 ・発展的な内容を教科書へ掲載しても通り一遍の指導になるきらいがある。来年度から使

用される教科書に応用発展的な内容を掲載されているが,ど こで実施するのか。実施できるのは「選択理

科」の時間だろう。「時間の確保」を保証をしないで,た だ教科書に「発展的内容」を掲載すればよい問題

ではない。実質的に厳しい。京都市のように必ず指定した内容を実施するように義務づけた自治体もある

が,生 徒の自主的学習や現場教師まかせにしても,お そらく絵に描いた餅になることだろう。

また,高 等学校で「物理」「化学」「生物」「地学」の4つ の領域の単位を取って,教 員養成学部へ進学し・

理科免許をとる学生は見られなくなった。
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附属中学校のような教育実習校にくる中学理科専攻の大学生のほとんどが,高 校時代には「化学」と

「生物」しか履修しておらず,物 理や地学を履修していない。そんな中で,中 学校の落下運動の授業がで

きない,地 層や地震,天 体の指導がうまくできない学生がいた。話にならない。なにしろ,教 員養成学部

の理科の学生が中学校の理科レベルの知識しか持ち合わせていない現状に問題がある。

また,教 師について10年,20年 目の教師の中には,「現場を離れてもっと学びたい」という教師が多い。

本校の中堅女性理科教諭も,「わずか数 日の研修だけではなく,長期休業中、職場を離れて研修できる

システムを設けてほしい」と希望していた。

昨年,理 科免許をもった大学院生が理科授業におけるIT活用の効果を検証するために,本 校に2ヶ月

ほど毎 日訪れ,私 の理科授業の支援や授業実践を行った。慣れるまでの間,対 応はとてもたいへんでは

あったが,毎 目出勤し補助教員的な事を手伝ってくれた。周囲の教師や管理職は「大学院生まで受け入

れてたいへん」という目で見ていたが,私 自身たいへん助かった。ITを活用した授業をどんどん組み込み,

子どもたちも学習に意欲的に取り組んでいた。

このように理科免許をもった大学院生をはじめとして,大 学の教授や助教授,助 手,高 専の教官などが

現場で長期の授業支援(1～2ヶ 月)をしていただくような制度も提案したい。

また,これとは逆に,現 在,私 は熊本大学教育学部の非常勤講師として,3年 次の理科学生に「学習指

導案」の書き方の指導に大学へ出向いている。学校の本来の業務に支障がないように計4回 程度である

が,学 校長より承認をいただいて後輩の指導を行っている。大学での講義,演 習で,自 分 自身がとても刺

激になっているし,自 分 自身の理科教育に関する指導力を向上させることもできている。

大学や高専と相互の支援がスムーズに行えるような制度も検討していただきたい。

冒頭述べたように,「現場は忙しい」限り。「様 々な課題(生 徒指導,人 権教育,部 活動,教 科教育,総

合的な学習の時間への対応など)を抱え込み,何 でも処理しなければならない」状況である。「忙しい」こ

とは今も昔も変わらないことかもしれないが,以 前に比べて生徒 ・保護者の価値観が多様化し,現 場教師

はその対応 に苦慮する毎 日でもあり,教師 自ら研鑛に励み自ら学ぼうとする気力すら生じてこない時もあ

る。

半年や1年 間の長期研修,国 内留学に加えて,夏 期休業中など授業に支障のない時期に,1～2週 間

程度,大 学や 高専,教 育センターなどにおいて,学 校現場を離れ 「授業に即活かせる教材研究」など短

期研修の機会拡大とその制度化も要望したい。地方の大学や高専と連携した授業の推進もどんどん図

ってほしい。

そんな中でも,じっくりと我々理科教師 自身が自然科学に関する知識や技術をさらに習得し,指 導力を

向上させつつ,子 どもたちに学ぶ書び,理 科のたのしさ,自然の不思議さ,おもしろさを伝えていきたい。

最後に,今 後,文 部科学省を中心として,ア ジアいや世界における「科学技術創造立国 目本」再生と維

持発展のため,現 場が驚く大胆な改革と施策を切に希望します。

(本資料 は,平 成17年4月27臼 に文部 科学省 「科学技術理解 増進政策 に関する懇 談会」で発 表され

たものです。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gilyutu/006/shiryo/05061401.htm)
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理科大好きを小学生を

増やすために

岐阜県本巣市立真正中学校

(前 真桑小学校)

教諭 宇 野 学
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本資料は,
平成17年4月27日 に文部科学省「科学技

術理解増進政策に関する懇談会」で発表
されたものです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shlngi
/chousa/gijyutu/006/shiryo/05061401.
htm
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理科は感勲だ！－蓮囲南申の取絹み
ScienceisExciting!PracticesinHasudaMinamiJuniorHighSchool

小 森 栄 治

KOMORI,Eiji

蓮 田 市 立 蓮 田 南 中 学 校

,HasudaMinamiJunior:HighSchool,HasudaCity

〔要約〕「理科は感動だ!」 を合い書葉に,観 察実験から感動や探究心を呼び起こし,生 徒が納得

して理解できるような楽しい授業を実践した。興味関心を引くような実験,身 近にあるものを使った実

験などからスタートし,問題解決的な探究学習,さ らに,総 合的な学習の時間と融合させて遺伝子や

エネルギーに関する発展的な学習を行った。3年 間の縦断的な調査では,中 学校入学時には4割

程度だった理科が好きな生徒が97%に まで増えたことが確かめられた。また,職 業と理科の結びっ

きに触れることにより,将来科学を使う仕事をしたいという生徒が2割 足らずから9割にまで増加した。

[キーワード]感 動,興 味関心,観 察実験,探 究学習,総 合的な学習の時間,職 業

1.蓮 田南中学校の取り組み

2002年 度の入学生についてIEA(国 際教:育到達度

評価学会)の1999年 の調査(TIMSS-R:第3回 国

際数 学・理科教育調査の第2段 階調査)とほぼ同じ

設問で調査した結果は,表1,図1の ようになった。

ド理科 が好 き」という生 徒の割 合は2003年 からの2

年 間,平 均97%で ほぼ一 定している。この数字 は,

同本 平均55%を 大きく上 回り,国 際平均79%や シン

ガポール の86%を も上回っている。確 実 に理 科好き

が育っている。

表1各 設問に対して,肯定的に回答した生徒の割合の変化(蓮田南中学校・2002年入学生。単位は%)

図1「 理科が好き」,「科学を使う仕事をしたい」に肯定的に回答した生徒の割合
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2.理 科好きを増やす教材,実 験 環境の工夫

(1)興 味関心を引くような教材

電流学習の導入では,手 回し発電器やコンデンサ

ー
,発 光ダイオードなどの電気部品で遊ばせた。電

気の学習を敬遠 しがちな女子生徒にも,お もしろさを

味あわせることができた。

エネルギーの学習では,ろ うそく船(ブ リキのおもち

ゃ)を使い,化 学エネルギー→熱エネルギー→運動

エネルギーの変換に気づかせた。

おもちゃの利用で,敬 遠されがちな「電流」や 「エネ

ルギー」や単元が好評だった。生徒の感想文の中に

も,「ポンポン丸に感動した」と多数あった。

(2)感 動するような観察実験

本校の理科では,直 接体験を重視している。その

、典型が「ドラム缶っぶし」(写真1)や 「カエルの解剖」

(写真2)で ある。

音を立てて一気につぶれるドラム缶に,生 徒は歓

声を上げる。大気圧の大きさを実感する。

解剖に関しては賛否両論あるが,本 物から学んだこ

とは理科の知識を超え,命 の大切さを実感させること

ができた。最初はおそるおそるだった生徒たちも,夢

中になって2時 間以上取り組んでいた。

写 真1(左 上),写 真2(右 上),写 真3(左 下),写 真4(右 下)

(3)理 科が楽しくなるような環境づくり

廊下に生徒作品やレポートのほか,楽 しく遊べるもの,

中の見える機械などを並べ,科 学館のようにしている。

写真3は,太 陽の10億 分の1の モデル。

これらを作製するにあたり,生徒にも手伝ってもらって

いる(写真4)。生徒は楽しみながら作成している。
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3.わ かる,で きたを実感させる工夫

(1)観 察実験の技能の習得

マッチやガスバー,電 流計,電 圧計など基本的な器具

について,パ フォーマンステストを実施して,実 験技能の

習得をはかっている。また,事 故防止のために保護メガ

ネの着用を徹底している(写真5)。

写真5保 護メガネを着用した実験の様子

(2)自 分で方法を考えて探究する学習(問 題解決的な

学習)

「気体Xの 謎をとけ」の事例

結果がわかっている実験はおもしろくない。実験の際,

用意するものに石灰水とあれば,や る前から二酸化炭素

が発生するとわかってしまう。火のついた線香を近づけ

るという指示なら,確 かめる前から酸素ということになる。

これでは,お もしろくない。

また,生 徒は,発 生のさせ方や,「空気より重い」とか

「水に溶けやすい」などの性質を覚えることが勉強だと思

いこみがちである。暗記するだけでは,科 学的な思考力

は育たない。探究的な学習を仕組むことにより,思考力

を発揮して試行錯誤しながら追求する楽しさを味わえ

る。

そこで,気 体の学習の最後に,未 知の気体X(窒 素)を

探究させる実験を取り入れた。

窒素は反応性がないので,「こうなったので窒素であ

る」と断定することはできない。自分で考えていろいろ調

べること自体に意義がある。生徒には次のことを説明し

た。

・「予想 がはずれた結果」についても記録して,考 察

する。

・どんな事実から,どう判断したかをはっきり書く。

・気体の名前がわからなくても,性 質をいろいろな面

から調べる。

窒素という名前が最終的に出なくてもよいのである。ど

れだけ実験をしたか,結 果からどう考察したか,結 果から

の考察に間違いがないかを評価するようにした。

生徒の感想より

「ぼくはこの気体Xを 調べるというテーマで,初 めて自分

だけでいろいろな実験をして,今 まで先生から教わった

ことを元にして,自 分だけで理科の謎を解いてとても楽し

くて勉強になりました。1年最後の勉強で自分の理科へ

の思いや理解力がよくわかりました。」

「実験の結果から事実を証明していくのはとてもおもしろ

いです。気体Xを 調べるのはまさにこれでした。自分で .

実験し,水 に溶けるか,何 性の気体か,空 気より重いか,

火は燃えるか,色 やにおいは,石 灰水を入れるとどうな

るかなどを調べ,結 果からどのように判断するかというの

をやりましたが,方 法 ・結果 ・考察の三拍子が大切で

す。」

(3)発 展的な内容の学習

最初の表でわかるように,本 校では,f理 科はやさし

い」という生徒の比率が低い。それ にもかかわらず,「理

科は楽しい」という生徒が多いのだ。難しくても,わ かれ

ば楽しいのだ。

そこで,総 合的な学習の時間と理科の時間を合わせて,

発展的な内容を学習した。

「遺伝子工学」の実践事例

新聞紙上に,遺 伝子治療DNA鑑 定,クローンなどの

言葉が頻繁に載っている。しかし,理 科の教科書では,

遺伝子という言葉は出ても,そ の本体であるDNAに つ

いては全く触れていない。

このような今 日的な課題 について,日 本の子どもたち

は基礎知識なしに社会に出て行く。それに対して,アメリ

カの教 科 書,た とえば『ScienceandLifeIssues

(SALJ)』 という生物の教科書では,メンデルの法則はも

ちろんのこと,DNAの 電気泳動や遺伝子診断まで扱っ

ている。

そこで,3年 生の総合的な学習の時間を理科と関連さ

せてまとめ取りする方法で,遺 伝子工学について扱っ

た。

本校では,総 合的な学習の時間は2時 間をひとかたま

りにして,学 年一斉に週に1回 の割合で実施している。こ

の方法では,パ ソコンを利用したくても使える生徒はごく

一部である。また,週 に1回 では,間 があいて問題章識
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が継続しにくい。

そこで,形 式上は3年 生の理科を年間80時 間+35時

間という取り方で時間割を組み,理 科を週3時 間,あ るい

は4時 間ですすめたあと,時期を区切ってそれを全部,

総合的な学習の時間に切 り替えるというまとめ取り方式

にした。

指導の概要

「細胞と生殖」を理科で扱ったあと,3週 間にわたり,週

4回1時 間ずつクラス単位で,理 科担 当が総合的な学習

の時間として「遺伝子工学」を担当した。

DNAの 構 造,解 明の歴 史,遺 伝子治療や遺伝子組

換え技術について,新 聞記事などを用いた自作プリント

のほか,ビ デオ番組,科 学雑誌などを利用し,視 覚的に

わかりやすいように指導した。その後,次 の中から各 自

の課題を選び,レ ポートにまとめた。

A遺 伝子解読DES細 胞の研究

B遺 伝子治療E遺 伝子組換え作物

C遺 伝子診断Fそ のほかDNA関 連のテーマ

その際,理 科室で,9台 でインターネットを利用できるよ

うにしたほか,廊 下でビデオ視聴ができるようにした。レ

ポート作成 にあたっては,新 聞資料,書 籍,科 学雑誌な

どから「長所,賛 成側の理由」および「短所,問 題点,反

対側の理由」をそれぞれ対比させながらまとめるよう指示

した。

インターネット上の情報 がすべて真実と思いがちの生

徒もいる。賛成の立場,反 対の立場の意見を調べ対比

することにより,サイト制作者の立場が表明されているこ

とに気づく。自分に都合のよい情報のみを載せているよ

うな個人サイトも多いことに気づいた。

遺伝 子工学の学習のみならず,情 報教育のよい機会

になった。生徒たちは,賛 成 と反対の両者の間を迷いな

がらも,熱 心にまとめていた。

レポート紹介と評価を終える際「 社会的にも賛否両論

あることである。これから君たちの世代が真剣 に考えてい

くことになる。」と生徒たちにメッセージを送った。

(4)対 外的なコンテストへの参加

理科の取り組みを全校 に紹介できるよう,できるだけ対

外的なコンテストや行事に参加している。

埼玉県主催の 「彩の国科学大賞」の2次 審査は,ノー

ベル 化 学 賞 受 賞 の 白川 博 士ら,科 学者 の 前 での

プ レゼンテーションだった。生徒 たちは,自 分でつくった

パ ワーポイントのスライドで,堂 々と発表 し,白 川博 士ら

の質 問 にも答 え,み ごと日本 一の科 学大 賞を受 賞 した

(写真6)。

写真6「 彩の国科学大賞」における生徒発表の様子

4.日 常生活との関連を実感させる工夫

(1)ピ ーナッツを燃やしてエネルギー学習

身近な食品の熱量を測定する実験から,ダイエットの

話など日常生活との関連をつけることにより,日常生活と

の関連に気づかせることができた。エネルギーを身近に

感じることができる。

(2)将 来つきたい職業と理科との関連を知らせる

理科好きを増やすことと並行して,社 会の中であらゆる

場面で科学の成果が使われていること,科学と無関係な

仕事を探すことの方がむずかしいぐらい,21世 紀は科学

と無関係には生きていけないことを,具 体的に生徒に知

らせるようにしている。

表1,図1で 示したように,2002年 度の入学生の調査で

は,理 科好きが増えても,「将来科学を使う仕事につきた

い」という生徒の割合は,低 いままであった。2003年3月

以降の調査では,将 来つきたい職業を具体的に記入す

るようにした。すると,美 容師,中 には薬剤師と書きなが

ら,「科学を使う仕事をしたくない」という生徒がいた。そ

のような例を授業中にあげて,美 容師,薬 剤師はもちろ

んのこと,スポーツ選手も科学を無視しては勝てないこと

を紹介した。美容師の国家試験は化学の問題があること

は,か つての教え子からの「受験勉強では化学をたくさ

ん勉強し,合格できた」という旨の手紙を紹介した。

このように具体例をあげて,職 業と科学の関係を生徒

に紹介し続けた結果が図1の グラフである。
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