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小倉 

 このセッションの主たるテーマは、子どもたちに科学的リテラシーとして何を教えるべ

きなのかというテーマに集中して議論を深めたいと考えております。最初に、北原先生か

ら、日本でそのようなものがどのようなものなのかということを日本学術会議のほうで議

論されているというご講演の内容をお話いただきました。これから議論を始めるに先立ち

まして、文部科学省の清原洋一調査官から、新しい学習指導要領での理科教育で、どのよ

うな内容を教えようとしているのかという点を中心にご紹介、お話をいただいて、その情

報も踏まえて、後ほど議論をしていきたいと思います。 

 

清原 

私のほうからは、学習指導要

領の改訂のポイントを手短に

ご紹介したいと思います。まず、

全体的な方向性ですけれども、

特に、今回、小・中・高等学校

を通じてという学校段階のつ

ながり。そのようなものを特に

強調しております。そして、発

達段階に応じて、子どもたちが

知的好奇心、あるいは探究心を

持って自然に親しみながら目

的意識を持った観察実験を行

って、科学的に調べる能力です

とか、態度、さらには科学的な

認識の定着、そのようなものを

図って、科学的な見方や考え方

を育成する。そのようなことで

全体的な方向性では動いてき

ました。 

その中で、昨日も布村審議官

のほうから説明がございまし

たけれども、改訂のポイントで

す。幾つか整理しますと、ひと

つには、基礎的・基本的な知識・技能の定着ということがひとつの柱になります。また、

もうひとつの柱としては、科学的な思考力・表現力。それらの育成ということ。これがか

なり大きな柱になっています。 

 
学習指導要領「理科」改訂のポイント学習指導要領「理科」改訂のポイント

小・中・高等学校を通じ、発達の段階に応じ
て、子どもたちが知的好奇心や探究心をもっ
て、自然に親しみ、目的意識をもった観察・実
験を行うことにより、科学的に調べる能力や
態度を育てるとともに、科学的な認識の定着
を図り、科学的な見方や考え方を養うことが
できるよう改善を図る。

全体的な方向性
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基礎的・基本的な知識・技能

の定着という面では、科学の基

本的な見方や概念、エネルギ

ー・粒子・生命・地球等、実際

にはいろいろな柱があるわけ

ですけれども、特に主だった柱

を中心にしながら構造化しよ

う。そして、充実させようとい

うことです。つまり、小・中・

高等学校を通じて日本の特徴

でもあります、学年を追うごと

に内容を深めていくスパイラ

ル構造を強調しようとしております。 

また、そのような構造化をすることによって、小学校の先生方は指導する際、その先、

中学校でどのようなことをやるのだろうか、あるいは中学校の先生方は小学校でどのよう

なことをやってきたのだろうか。そのようなことをある程度踏まえながら充実できればと

いうようなことで、このようなことを柱にしております。 

そのほかでは、国際基準性と言いますか、そのようなことも配慮しております。科学的

な思考力・表現力の育成という点は、これまでも重視はしておりますけれども、科学的な

学習活動の充実ということです。現行の指導要領でも目的意識を持った観察実験をするこ

とが強調されておりますけれども、観察実験を行って、さらに出てきた結果を基に十分考

察して深める。さらには表現する。そのようなことを、さらに充実しようというような視

点で含めております。 

そのほかに表現力という点では、科学的な概念を使用して、例えば、身近な事象であっ

たり、あるいはいろいろなことを説明するとか、そのようなことも含めてやっていこう。

このような基礎的・基本的な知識・技能の定着という面と思考力・表現力の育成。これら

は両輪でありまして、一方で習得する、一方で活用・探究。これら両方が相まって相互に

関連し合いながら子どもたちの力を伸ばしていくということです。そのことに当たっては、

言葉というものは考えを深めていくうえで重要です。 

そのベースとなる体験です。自然体験も含めて子どもたちがいかに体験をしながら言葉

を使って深めていく。そのようなことも、今回、重視しているところです。それらを可能

にするためにも、今回、理数関係の授業時数を中学校では約 33％増加しました。小学校の

ほうも約 15％程度増加しております。内容を充実させましたけれども、それ以上に思考力・

表現力育成という意味での考察を深めたりする時間です。そのようなものを十分にとろう。

それも小・中・高等学校で、一貫して進められるようにといったことを配慮しております。 

 前のこととも関連しますけれども、観察実験、あるいは自然体験・科学体験の充実とい

 
改訂のポイント（続き）改訂のポイント（続き）

□ 基礎的・基本的な知識・技能の定着
・科学の基本的な見方や概念を柱に，構造化，充実
・内容によりスパイラル構造に

□ 科学的な思考力・表現力の育成
・探究的な学習活動の充実

・観察，実験の結果をもとに考察を深める。
・科学的な概念を使用して説明する。

小学校・中学校の一貫性をより高める。

＊ 習得 と 活用，探究・・・・・・相互に関連し合って力を伸ばす。

＊ 言葉と体験の重視
＊ 理数の授業時数増
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うことがございます。先ほどの

基礎的・基本的なということを

習得するというベースに、子ど

もたちが体験をするというこ

とです。例えば、小学校３年生

から理科の授業が始まるわけ

ですが、そこで自然体験的なこ

と、重さですとか、力の働きだ

とか、そのようなものを体感す

るような学習項目等も設け、段

階を踏んで体験をそれぞれに

充実していこう。中学校では原

理や法則の理解を目的としたものづくりです。継続的な観察ですとか、観測も重視してい

こうということで指導要領の文案にもそのような表現を設けたところです。 

ものづくりに関しましては、日本の場合、技術家庭科というものもございますので、そ

ちらと相互に協力、何らかの形で連携をとるというようなことも必要であります。理科と

しては、そのような原理や法則の理解を目的としながらものづくりをする。それでそれら

の関係を図っていこう。そのようなことで盛り込んでおります。 

理科に対する学習意欲の向上、科学技術の発達への対応といったことでは、ここに示し

ているほかに、科学技術が果たしている役割です。そういうものと関連付けながら学習を

しましょう。職業との関連も意識しましょうというようなことが最後の指導計画、あるい

は指導に当たっての留意事項として、今回、含まれております。 

義務教育最終段階です。これまでにも科学技術と人間のかかわり。これを考察する場面、

そのような項目があったわけですけれども、さらに充実させまして、科学技術と人間との

かかわり。これについて、い

ろいろな状況を踏まえて子ど

もたちが実際に科学技術、環

境との兼ね合いの中でどう人

間が選択していくかを自分な

りに考えてみる。意思決定も、

今まで以上に強調していこう

ということです。 

そのようなことを通じて、

先ほどあった、言葉と体験。

さらに、そうした中で豊かな

感性を育てながら、そして、
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□ 観察，実験，自然体験，科学的な体験の充実
・原理や法則の理解を目的としたものづくり
・継続的な観察や観測

□ 理科に対する学習意欲の向上，科学技術の発達へ
の対応

・科学技術と人間とのかかわり，自然と人間とのかかわり
に関する内容の充実

＊ 言葉と体験の重視
＊ 豊かな感性を育てる
＊ 実社会に生きる
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実社会に子どもたちが将来生きていく、そのための基礎的なものをしっかり身に付けよう

というような趣旨で改訂しております。科学的な見方や概念。これは定着させる。いろい

ろなものを自分なりに考えようとした場合、そこのベースがしっかりしていませんとでき

ません。科学的な探究能力を育成する。それも大きな視点。実社会に生きている。そのよ

うなことを実感させる。そのような意味で活用したり、あるいは義務教育最終段階で意思

決定の重要性を認識させるような場面が重要であろう。そのような指導を通じて、自然体

験等も含めて豊かな感性。これを育てていこう。このような趣旨で、今回、改訂をした次

第です。 

 

小倉 

 清原先生、ありがとうございました。パネラーの皆様、このように、日本では、国民が

科学的リテラシーとして何を持つべきかという議論は、まだ、まだ、始まったばかりであ

りまして、一方で、学校におけるカリキュラムというものは、10 年ごとに改訂し、清原先

生からご説明されたような方向で重点的な改善がなされようとしている現状です。 

私の知る限り、アメリカにおきましては、AAAS というところが出された「全ての米国

民のための科学リテラシー」というドキュメントが 1990 年に出版され、また、スタンダー

ドと呼ばれるフレームワークが 1996 年に出され、それに向けて科学的リテラシーを強調し

たカリキュラム改革がなされてきたと把握しております。 

また、イギリスにおかれましては、1990 年代よりナショナル・カリキュラムの中で、そ

れまでの物理・化学・生物だけでない領域を横断するサイエンスの本質だとか、あるいは

サイエンスのインベスティゲーションだとか、そのような内容が義務教育段階の一貫した

柱として設定されておられるというような経験を既にお持ちであります。 

また、カナダにおかれましても、昨日の講演のように、非常に科学的リテラシーを柱に

科学で教えるべき内容というものを整理して体系的に示した経験をお持ちであります。 

さらには、フィンランドでは、昨日のご紹介にありましたように、コアカリキュラムと

いうところで 2004 年から理科関係の中学校の時間数を大幅に増加しながら、また、非常に

整理された概念体系で子どもたちに科学を伝えようとしているというお話がありました。 

そのような経験をお持ちなわけですけれども、この科学的リテラシーとして子どもたち

に伝えるべきものというのは、それぞれの国でそれぞれに議論をされているわけですけれ

ども、本当にこれが妥当なものなのか、どうなのかという点が、まず、最初の議論ではな

いかと思います。例えば、PISA で定義しております、科学的リテラシーの定義というもの

は、これは OECD の先進国だけに共通するものなのか、いや、人類共通の普遍的な意味を

持つものなのかということもあります。すなわち、それぞれの国における科学的リテラシ

ーというものは、どこまで妥当なものなのかという点について、お考えをお伺いしたい。

また、これまでお持ちの経験、それぞれの国の中での経験から、日本での始まったばかり

の取り組みに対して何かご示唆がいただければと思います。 



 

バイビー 

 アメリカ合衆国におきましては、全国科学教育基準（ナショナル・サイエンス・エデュ

ケーション・スタンダード）という枠組みを作成しました。私は約 5 年間、それに関係し

ました。その前には、AAAS（全米科学振興協会）で、応用科学の部会でレポートを作成し、

完成させました。 

これにつきましては、北原先生のほうからプレゼンテーションの中でそのまとめのお話

があったと思いますけれども、AAAS の作業は終わったわけです。これに関する内容とし

ましては、先ほどの七つの部会のほうでやっている話と非常に似ているような内容でござ

います。ある種の合意にも達しております。短いリストにまとめております。 

つまり、生徒が学ぶべきものと言いますか、生命科学とか、物理科学とか、技術におい

て何を学ぶべきかというところが、そこでリストアップされております。ですから、似た

ような形です。 

結論的に申しますと、北原先生のほうからお話がありましたように主要な考え方。つま

り、情報の使用、活用の仕方とか、スケールです。尺度と言いますか、システムの広がり・

大きさ・スケールに、後、幾つか追加したいと思います。大事なことは、生徒が何を理解

すべきかということの中に、慢性的なゆっくりと動いていくというようなものがあります。

それに対しまして、急激に起こってくる変化と言いますか。本日、朝、地震がありました

けれども、そのようなものも追加すればいいかと思います。 

ハートランドが昔書いたものですけれども、大気圏、土地、地面、海洋に関しまして基

本的な考えではありますけれども、これは人間全体にかかわってきますし、後、経済的な

問題点もあります。 

小倉先生の質問でしたけれども、アメリカでの経験はどうかということなのですけれど

も、基本的な考え方として、ナショナル・サイエンス・エディケーション・センターのよ

うなものも、アメリカのほうでは定義しています。ひとつの重要なポイントは、このよう

な考え方を使いまして、幾つかのプロセスを通じて、これを変えていき、実際のカリキュ

ラムの教材にしていくことがポイントです。それを教師が使用するわけです。 

それをやるとき、もう 1 つ、重要な点があります。それは、教師のほうでこのような考

え方の理解の仕方というのが非常に違った仕方で理解されています。いろいろな多様性と

か、システムのスケールの違いというようなものを踏まえて、当然、教師は、自分たちの

経験もいろいろ違ってきますので、このようなものを教師に提示したとき、教師のほうで

はすぐにはとっつきにくいのであって、教師のほうが抵抗感を覚えてしまうということが

あるわけです。 

後、もう 1 点、お話しておきたいのは標準というか、規格の重要さです。いろいろな考

え方と言いますか、標準というものをカリキュラムの教材にしていくときの重要点です。

科学的リテラシーというものを提示するとき、どのようにして、どこを強調してつくり込



むかというところが大事です。 

ですから、当然、科学的な知識というのは重要な役割があるわけで、これはすべてのプ

レゼンテーションの中で、昨日も、本日も含めて、共通認識として示されました。しかし、

大事なところは、もし、このカリキュラム、つまり、教材とかを書く、もしくは教師が実

際に教えるとき、始めにこのような知識をすべて理解しておくべきだということです。そ

こから始まるわけです。そして、その他、例えば、その知識をどう使うかということをそ

の後で教えるという形になるわけです。 

ひとつ簡単な短い例を挙げます。これはひとつのたとえ話ということで聞いてほしいの

ですけれども。例えば、東京にいる何人かの人。自転車に乗っているとします。皆さんが、

ふだんどこでも見掛ける風景です。自転車のすべての部品について研究しようということ

で授業を持ちまして、スポークスとか、車輪とか、ギアを勉強するクラス、授業を持った

り、後は、エネルギーの効率性、エネルギーというようなものを研究しよう。つまり、自

転車に乗る前に、まず自転車を勉強・研究しないといけないとします。実験室で、例えば、

ギアをバラバラに分解して、ギアの仕組みを理解しようというようなことをします。この

ようにすると、非常に助けになる。乗らなくても分かるのです。当然、いろいろな違った

自転車もある。レース用、競輪用のものです。路上で乗る自転車とか、子どもを乗せる座

席の付いた自転車。いろいろな違った自転車があるわけです。 

それと違って、例えば、生徒に、まず、いろいろな違った自転車に乗ってみようという

ことから始めるとします。アプローチが非常に違っています。実際、自転車に乗ってみて、

そして、体験から学ぶということにする。その後で、何が必要か。何を知る必要があるか。

タイヤがパンクしたら交換しないといけないとか、後は、エネルギーとかについてもやる。

つまり、そのコンセプトについては結局的には同じようなコンセプトに到達するわけです

けれども、どこから、どのような形で始めるかというところです。その体験をどう重ねる

かというところが違ってきます。あまり自転車ばかりの話をしたくはないのですけれども、

ただ、大事なところは、活用・利用するというとき、やる気をおこすというところが大事

です。 

昨日も、本日もそうなのですけれども、どのようにして生徒の理解に対する興味・関心

を高めるか。そして、もっと理解したい、生涯にわたって勉強したいという気持ちをおこ

すかということです。自分にとって、どのような意味があるか。若いころに、どのような

体験を持つべきかということです。もっと興味と言いますか、熱意と言いますか、自分の

経験における科学・理科というものを長く持続するためにはどのような体験を積んだらい

いのかということがあると思います。 

 

ホルマン 

 私は、四つのポイントを簡単に説明したいと思います。まず、一つ目が、英国のアプロ

ーチです。科学的リテラシーを高めるカリキュラムは二つの柱があったわけでして、まず、



一つが「科学的な説明」です。概念とか、事実関係を教える。これは、当然、皆さん、伝

統的な理科を教えるときにはよく知っていることです。二つ目が、「科学に関する考え」で

す。これはプロセスです。方法、科学がどう働くか、作用するかということです。これも

同じくらい重要なものであります。 

 二つ目なのですけれども、科学的リテラシーについて注意しないといけないのは、二つ

目のものが一つ目のものに取って代わるという間違った印象です。いろいろなディスカッ

ション、議論を本日もしておりますけれども、当然、科学に関する考え、アイディアとい

うことを強調します。これは非常に大事で大きな意味合いを持ちます。ただ、あまり強調

し過ぎるといけません。例えば、原子力発電所の環境に対する影響ですけれども、科学と

いうものを理解しないとよく分からないということを説明しました。 

 三つ目ですけれども、「科学に関する考え」が文化に非常に大きく依存していることです。

解釈も非常に違ってきます。文化によって違ってくるわけです。例えば、英国におきまし

て非常に強調していますのはリスクです。つまり、科学的な結論をする前にリスクをよく

考えます。非常に重要にされています。メディアもそうです。日本でも、本日お話があり

ましたように人間との統合と言いますか、調和と言いますか、このようなものと科学、技

術と科学の間、自然との関係が非常に大事です。日本にとっては非常に重要だというお話

がありました。当然、われわれにとっても非常に大事ですけれども、日本においては重点

度と言いますか、強調の度合いが違うと思います。 

 四つ目ですけれども、これは、いわゆる英国のシステムで、アセスメントと言いますか、

評価をするのは非常に大事です。評価することは、何を教えるか、何を教えたかについて

非常に大きな影響が出てきます。どのように評価するかということは非常に大事です。つ

まり、新しいカリキュラムをどう評価するかということは非常に大事な要素になってきま

す。 

今、思い返しますと、PISA の評価を設計する際、非常に大きな責任を負っていたと思い

ます。つまり、たくさんの国々につきましては、PISA の影響が非常に大きいからでありま

す。それがカリキュラムに反映する。カナダでもそうですし、何度も言われましたけれど

も、この PISA の重要性を、何度も、何度も聞いています。その PISA の評価というのが将

来のカリキュラムを形成するということであれば、当然、このような大きな責任を負って

いるというように思います。 

 

ケスラー 

 フィンランドにおきましては国家のカリキュラムという形でいろいろなことを支援して

おります。さらにそれが深まるということを願っておりまして、国家のカリキュラムにお

いて、その成果をあげるということを期待しております。 

 

 



ローリー 

カナダのカリキュラムがどのようにして進展していったか、どのようなプロセスを経た

かという歴史、そして、どのような影響があったのか、また、その未来にも目を向けてみ

たいと思います。 

1996 年にこのプロジェクトが開始したとき、ニーズというものを分析するというところ

から入りました。カナダの各州は、非常に自治権が高いものですから、各州においてこの

ような全カナダの枠組みというものが必要かどうかというニーズの調査が必要でありまし

た。そして、いろいろな文献を広範囲にわたって検討し、その後、コラボレーション（共

同）という形で、カリキュラムが検討されました。 

いろいろな州から集まって、まず、第一バージョンということで枠組みがつくられまし

た。教師とか、大学の教員や、科学、教育学部の教員等見解が随分違っているので、その

辺の交流を行いました。これをコラボレーション、コラボラティブ・グループということ

で第一バージョンが出来ました。 

そして、セカンドバージョンに関しまして、いろいろなフィードバックに基づいて、さ

らに改良していきました。これは教員組合やＮＧＯの意見、そして、科学博物館等といっ

た何らかの貢献をしてもらえるような人たちにアプローチしてフィードバックを得たわけ

です。そして、第二バージョンをつくったわけです。 

その過程で、このプロジェクトは非常に真剣に取り組まれているということが広報され

ることになりました。このプロセスの過程にいろいろな人たちを組み込んでいくというこ

と、ほとんどの人たちに実際にレビューをしてもらうということで、いろいろな形でかか

わったという実感を持っていただいたわけです。 

このプロセスはフランス語・英語の二言語で同時に行われました。両言語でレビューを

行い、すべての翻訳も二言語で行われました。そして、このプロセスは１年半で終わった

わけなのですけれども、二言語で同時進行するということは大変な課題でありました。非

常に時間もタイトであるし、時には厳しいというときもあったわけです。 

困難なこともあったのですが、同時にプラスの面もありました。同時に二言語で進行す

るということで、用語やコンテンツ、中身に関して、より深く言及できました。ひとつの

言語だと自分たちで勝手に分かったつもりでいるという可能性があるのですが、英語・フ

ランス語という形で見ていったので、中身に関してもより深く洞察し、言及することがで

きた。これがプラスの側面でありました。 

もうひとつ、フレームワーク、枠組みをつくるということで興味深かったのは、出版社

も非常に興味を持って、それぞれ本とか、出版とか、科学に関していろいろやっていたこ

とです。これは、12 年生（高校生）までの教科書をいろいろ取り組んでいた出版社が非常

に関心を持ちました。 

すべての枠組みが出来たら、カナダのすべての学校においてこれが組み入れられ、基本

的に共通の基盤となるということが分かったわけです。ですから、この枠組みを出版した



後、できるだけ多くのリソースをつくる。そして、州特有の課題というものに関しても非

常に協力してくれたわけであります。各州で実施する段階のとき、それぞれの州に特有な

形でいろいろな資源、リソースというものが既に整っている。そのように既に地盤が出来

ていたので教師も非常にそのまま協力的に受け入れてくれたわけです。 

このリソースを投下して、教師にとってもこのような教材をつくる。そして、専門性の

研修にも使う。教師からの評判も良かったということは、そのような過程、プロセスがあ

るからです。ですから、全カナダでの評価というものを行って、科学的リテラシーの評価

を、今、やっておりますが、これも科学的リテラシーの向上につながって貢献しておりま

す。カリキュラム評価ということをきちんとやっていくということは、教師にとって非常

に重要であります。ロジャー・バイビーさんがおっしゃったとおりです。 

また、カリキュラムの意図は何かということをより明確にすることができます。評価が

このように出されたと言っても、教師が実際に生徒にこのようなことをカリキュラムの成

果として期待しているのだと。そして、その基準まで上げてほしいのだと。その辺のこと

をしっかりと教師がまず理解する。カリキュラムの意図というものを理解する。成果を理

解するということが重要なのです。 

さて、将来でありますが、現在のところ、セカンドバージョンという形でこのフレーム

ワーク、枠組みをつくるという予定は今のところないのです。大体、11 年という時間が経

ったわけですから、セカンドバージョンも出来ていい頃かと思います。ここで政治的な理

由もあります。このように共同、コラボレーションですので、政治家というのは問題を解

決したいということで、現時点では、非常に目に見える問題がない。PISA でもカナダは非

常に成績が良かったものですから、問題がないとき、別に何かを起こすことはないという

わけです。 

ただし、この枠組みは 11 年たっている。科学的リテラシー、それを理解するということ

に関して、その定義も、また変わってきたわけです。科学的リテラシーは何かということ。

そのような意味で、一生懸命、私のほうで PR しているのは、時代も変わったので、このセ

カンドバージョンをつくろうというニーズを明確にしようと言っております。もし、われ

われのこのフレームワーク、枠組みのセカンドバージョンをつくるとしたら何を入れるの

か。これは、もちろん、第二バージョンですからゼロからスタートするわけではないわけ

です。 

ですから、ホルマン先生がおっしゃったように、科学に対する概念の 2 番目の部分、こ

このところを非常に重視しなければいけない。姿勢、アティチュードというものが大事で

す。第一バージョンにも入っているのですが、科学に対する姿勢。しかし、願わくばとい

うことで、生徒にこのようになってほしいというちょっと控えめな書き方を第一バージョ

ンでは書いております。ですから、第二バージョンでは、もう少しアグレッシブに書きた

い。第一バージョンでは、あまり科学に対してこのような姿勢を持て、態度を持てという

ことを強制するような書き方はやめようと思ったので、少し控えめに書いてあります。し



かし、新しい第二バージョンでは、科学の知識、科学に関する考え、アイディアというも

のを浸透させるためには科学的な優れたスキルが市民として必要です。しかし、そのため

には、そのようにしたいという姿勢がなければ意味がないわけです。ここで肝心なことは、

もっとこの姿勢、アティチュードという観点で強調すべきだと思います。そして、同時に、

迅速にここでメッセージとして四つの要素はすべて科学的リテラシーを向上させるために

重要だということで、その中にアティチュード、姿勢も入れて強調していきたいと思いま

す。 

 

ミラー 

私は、少し違う立場からお答えしたいと思うのです。昨日は、カリキュラムの開発にか

かわってきたということを申し上げてまいりました。私たちのグループの中でコンテンツ、

科学カリキュラム、科学的リテラシーを育成するためにどのようなコンテンツ、中身が必

要かということを申し上げてきました。私のほうでカリキュラムの中身の構築に関してコ

メントしたいと思います。 

まず、カリキュラム開発を科学の分野でやるとき、いちばん重要なコアな問題というの

は、われわれとしては教えたいという意欲があっても、教えたいと思うものすべてを教え

る時間がないという制約があるということだと思うのです。価値がある、これはこれから

重要だと思っても、それをカリキュラムに入れるということが、残念ながら、すぐにはで

きません。時間的な制約を考えなければいけない。 

いちばん肝心なことは、コンテンツ、カリキュラムの中身。何を入れるべきかというと

き、中身をセレクティブにやるとき、その基準はどうするかということ。何を入れるべき

か。それぞれのカリキュラムの中に含む内容に関して、どれくらいの深さまで掘り下げる

かということを決める基準が必要です。 

そのためには、カリキュラムを構築するときに質問のチェックリストをつくるべきです。

コンテンツの中身に入れるとき、なぜ、若者全員がこれを知らなければいけないのかとい

うことを自問自答する必要があります。子どもたちに何を備えてほしいのか。これは本当

に有益だと思うのかとか、このような質問のリストをつくって、そして、自問自答する。 

 私がちょっとなと思うのは、私は物理学者だからカリキュラムに生物なんかよりも物理

を入れるのだと、このような考え方をする人がいると、私は、え？と思うわけです。カリ

キュラムに含む場合には全員、そして、未来の良き市民となる人たちにとって全員必要な

理由を教えてくださいということを言うわけです。なぜ、重要なのか。重要な場合、どの

深さまで掘り下げるのか。どのような面で有益なのかということ。この質問をしてからカ

リキュラムの中に何を含むかを決めましょう。 

 

小倉 

 はい。ありがとうございました。大変いろいろな示唆をお伺いすることができました。



簡単にまとめてみます。この科学的リテラシーの中身についてはかなり共通性があるのだ

けれども完全に一致するものでもないし、また、絶対的なものでもないようだ。社会的な

状況だとか、文化的な状況の変化に応じて、それは見直しも必要だという印象を受けまし

た。その中で述べられている見解を多くの方に受け入れてもらうための働き掛け・工夫が

必要だということも示唆にあったと思います。また、明確に趣旨を伝えるためにもそれを

確実に評価できるものにしていくということも非常に大切だという示唆があったと思いま

す。また、特に教える教師に対しては、教師自身が理解できるような言葉にしていく。伝

え方にしていくということが大切なのだと感じました。また、先ほどの普遍的なものでな

いとすると見直しという作業が必要です。その改訂を行う際にはより良くなるように改善

をするということだと思います。 

 そして、ロビン・ミラーさんがおっしゃったことは、一方的にこうしなさいではなく、

これが何のために必要なのかという、その価値付けを重視することだという示唆があった

と思います。北原先生、何かリフレクションがあるのではないかと思いますのでお願いし

ます。 

 

北原 

 僕も非常に共感したことは、ひとつは、コラボレーションということだと思うのです。

ローリーさんが、改訂をするとき、コラボレーションをやって、また次の改訂をやろうと

いうようなことをお話しました。11 年ですか。われわれは、まだ１年半しかやっていない

のですけれども、このリテラシーの議論の中で非常に感じたことは、ひとつは物質という

見方でものを見ていくと化学と物理がつながってくる。さらに、ハイテクによる原子制御

とか、技術もつながってくる。そのようなことで、今、物質的な見方をすると、世界がど

のように見えてくるか。大きな世界ピクチャー。そのようなものを持つということは非常

に大事だし、そのようなことに関しては一般市民の方も非常に関心を持っている。それを

物理学・化学というように分けてしまうと非常に細かい話になってくる。物質の観点から

見る世界観みたいなものをリテラシーとして伝えることができるといいと思います。 

 さらに言えば、地球の歴史・宇宙の歴史。さらに、いちばん端に人間がいて自然と相互

作用しながら人間が出来てきて、そして、今、社会がある。そのような時間・空間的な大

きな広がり。すべての人々がそのような世界観のようなものをシェアできると、いろいろ

なところで共通の行動の仕方、共通の認識ができるのではないか。そのようなわれわれ科

学者自身も分野を超えたコラボレーションをやっていくということが大事で、実は、われ

われもスティミュレイト（刺激）されることなのです。そのような意味で科学リテラシー

というのは、単に市民に伝えるということではなく、科学者自身、変わっていくきっかけ

になればいいかと思っています。 

 

 



小倉 

 はい。ありがとうございます。科学的リテラシーというものが変わりうるものだという

ことなのですけれども、バイビー先生として、この PISA の科学的リテラシーの捉え方とい

うのは、今後、変わっていくものだとお考えでしょうか。 

 

バイビー 

 基本的な枠組み、PISA2006 の枠組みで私たちが含めたものなのですけれども、これは、

そのまま続くと思うのです。かなり長い間、続いていくと思うのです。例えば、科学的な

知識のさまざまな要素です。それをフレームワークの中でいろいろと変化させてきました。

でも、最後に、統一した見解というものを私たちは育ててきたわけです。つまり、サイエ

ンスとか、専門領域の共通視点というのも、また見てきたわけです。 

また、科学の仕方に関する知識のようなものも含めて同一なところで意見が一致したわ

けです。そして、姿勢に関しましては、例えば、応用の仕方。これも科学を実生活で応用

するというような視点です。このようなものも、今後、科学的リテラシーの定義の中でず

っと確保されていくと思います。 

しかし、私たちは、意図的に、例えば、時事的な問題ですが、そのようなものに対して

は、枠組みを、もっと深い、そして、長期的なカテゴリーを取り入れるようにしました。

つまり、科学的な文献の中にずっと持続可能な、そのようなエレメントをこの科学的リテ

ラシーの定義の中に盛り込んだわけです。 

 

ホルマン 

科学カリキュラムはだれが所有者かということですけれども、それに対する答えは、た

くさんの人たちであります。そして、もちろん、科学カリキュラムを実行する先生たちで

あります。また、科学がどこの方向に向かうのか。そのような問題もあります。もちろん、

政府と、税金を払っている一般市民もです。政府の場合、この税金をどう使うかとか。そ

して、また、ビジネス業界であります。ビジネス業界というのは、この科学教育に対して、

興味を持っております。国がどのように科学教育をしていくのかということをビジネス業

界の人たちも興味を持っているわけです。ですから、皆さんがこのカリキュラムに少なか

らず関与しているわけなのです。ですから、彼らの意見を全部聞いていく必要があると思

います。カナダの人、日本の人たちから。理解を持っている人たちは、ほかのグループに

比べ、声高らかに言う傾向があります。そのような人に対しては、また注意をしなければ

いけないと思います。 

 

ミラー 

私は、それに加えて申し上げます。科学的リテラシーを実際にカリキュラムの中に導入

しようとする国々であります。プロセスの中では、必ずコンセンサスがなければいけませ



ん。そして、また、実際に正当な、きちんと純粋な科学的リテラシーの発展に興味ある人

たちをそこのカリキュラムの開発の中に一緒に含む必要もあると思います。カリキュラム

を策定するうえで、たくさんの人たちの意見を採り入れるやり方はたいへん重要だと思い

ます。 

私の経験でありますけれども、このようなカリキュラムを作ったり、実際にアクション

を起こすという過程には、役割の方向が変わるということに対して、恐怖心を抱いている

人がいるわけなのです。彼らにとって、もっと急激な変化になるのではないかとか。その

ように恐怖を感じている人がいるわけなのです。ですから、サイエンティフィック・コミ

ュニティというものをつくって、そして、サイエンティフィックな業界の人たちの協力を

得て、一緒になって教育のカリキュラムをつくっていくことが必要だと思います。これが

いちばん重要なやり方であります。そして、これが必ず機能する、利用できるといった、

カリキュラムにする必要があります。そのために多くの人たちの意見を入れなければいけ

ないと思います。 

 

北原 

その性格上、どうしてもインターディシプリナリ（学際的）であり、分野を超えた協力

がないといけないと思うのです。そのようなカリキュラムにしたとき、それに対応できる

先生、そして、教材というものが絶対に必要です。そのようなものをどのようにつくるか

と言うと、今度は、各分野ごとではなくて、いろいろな人が集まってやらなければいけな

い。そのようなことのための協力関係をつくる。これは、ミラーさんがおっしゃった通り

で、僕も本当にそう思います。これをどう構築するかというのがものすごく大事な問題だ

と思います。 

 

ローリー 

PISA の科学的リテラシーの定義ですけれども、私は実際にそのような定義をつくった人

たちと一緒に協議をしてきたわけなのです。この定義と言いますのは、いわゆる国際的な

調査に基づいて私たちがつくってきたわけなのです。 

私は、科学的リテラシーというものを大変重要だと思うのです。これは、調査という段

階で言いますと、いわゆる国際的な視点からすべて調査するということは無理なのです。

そこでコミュニケーションをきちんととらなければいけません。コミュニケーションは必

ずしもサイエンスに特化したものではないかも分かりませんけれども、このアセスメント

をどうするかということにおきましても大変重要だと思います。そのようなことによりま

して、科学的リテラシーを、もっと育んでいけるのではないかと思います。 

カリキュラムという意味で調査という意味ではありませんけれども、そこの中には、PISA

には入っていないものも含まれることもあると思います。それは国によって全部違うと思

うのです。例えば、科学の歴史が大変重要だという国もありますでしょうし、ほかの国に



とってはそれが重要でないという国もあります。そこに問題は全くないのです。そのよう

な場合は、PISA とは異なる科学的文献に対する定義があるわけなのです。ですから、今の

PISA のこの定義と言いますのは、多くの国々の中でさまざまな微調整をしてから、つくっ

ていきます。調査に関しても、そのような基準というのをつくらなければいけません。し

かし、それをちゃんと築くためにはたくさん時間がかかると思います。 

 

バイビー 

もう一点、明確にしたいと思う点があります。これは、すべての議論にもかかわり合う

わけなのですけれども、そのスタンダード（教育課程基準）から何を学んだかということ

です。私の経験からしますと、アメリカのこのスタンダードということから学んだことは

何かと申しますと、目的（Purpose）、政策（Policy）、プログラム（Program）、実践（Practice）

です。これについての定義を私のほうでしたのですけれども、今、その話をしている理由

は、よく混乱が出てくるからです。つまり、プレゼンしたり、議論したりします。そして、

スタンダードを使うのですけれども、よく様々な混乱が出てくるのです。 

ひとつのポイントは、このスタンダードというもの。皆さんがつくって策定して、そし

て実際に実践していく。内容のスタンダード、カリキュラムのスタンダードです。後、評

価のスタンダード。三つの違ったタイプのスタンダード。微妙ですけれども、大きな、大

事な違いがあります。コンテンツ、内容ですけれども、これは単純に、どのような内容を

生徒が習得しないといけないかということを言っている。つまり、必要な場合には、当然、

それをパッケージと言いますか、ひとつにまとめないといけません。それを出して、例え

ば、Web のほうにそのようなものを載せて公表していくということになります。ただ、カ

リキュラムのスタンダードという場合には、例えば、どのように内容を体系化するか、ど

のように教えるかということになります。強調するところは何か。どのような順番で教え

るかということです。そのようなことが、当然、カリキュラムに関係していくわけです。 

 もうひとつですけれども、どのように評価を組み立てるかということです。当然、内容

と整合性がないといけません。PISA の枠組みですけれども、これは評価の枠組みで、カリ

キュラムのための枠組みではないわけです。われわれとしましては、いろいろな、内容に

ついて、主要な点については、当然、書いています。そこで言っていますのは、それぞれ

参加している国々におきましては、当然、カリキュラムに方向性を持ったものになると思

うのです。 

ですから、非常に重要、かつ、大きな重要な違いがあるところは、スタンダードを公表

します。そのようにすると、皆さんが、カリキュラムはこうだとか、内容はこうだとか、

評価はこうだったとか、引用されるわけです。アメリカでもそうなのですが、いろいろな

混乱が出ています。ですから、実際、教える場面になったとき、あまり良くないという影

響が出ている場合があります。微妙な違いなのですけれども、大きな重要な違いがありま

す。その三つの点はちゃんと峻別しないといけないというように私は思います。 



 

小倉 

 かなり中身の濃い議論を展開してまいりました。昨日、質問表で、数多くの質問をいた

だいておりまして。事前に目を通して先ほどのような質問がいちばん焦点化できるかと思

って、このような質問をしてみました。直接の質問の表現とはかなり違ったかもしれませ

んけれども、かなり関連する議論になっているのではないかと思います。 

 

質問者Ｉ 

 「21 世紀科学」について、教科書を今読ませていただいたところなのですけれども、そ

の中で非常に斬新な内容があってリスク論ですとか、いい部分に関しては、日本でも採り

上げたらいいかというような部分だと思っています。今のお話の中にも、原発の問題とい

うのが出てきましたけれども、実際にディスカッションして生徒にいろいろなことを学ば

せていく。その判断をする、態度を決めるということ。これも大事だと思うのですけれど

も、そのような場合、放射能の話が GCSE の最後の部分にあるのですけれども、そのよう

な内容を扱う場合、オープンエンドな結論が大事だと思うのです。でも、日本の場合なの

ですけれども、指導要領でその部分に関しましてはオープンエンドというのは、それぞれ

生徒が異なった意見を持っても、そこで十分な討議がされればいいのだというようなこと。

そこの部分をしっかりとそれでいいですよという形で明記していただけると、そのような

討論ができると思うのです。そうでなければ、こうしなければいけないという部分が出て

くると思うのです。その辺のところを教えていただきたいこと。 

 イギリスの場合ですけれども、討論に関して、実際、政府の政策と違ったような方向に

なった場合、それでもいいのですよという形で置いておいて構わないのでしょうか。 

 企業のほうからは、内容に関して、こうしなければいけないのではないかという、いろ

いろなコラボレーションをしている場合、そのような意見が出てこないのでしょうかとい

うようなところを質問したいと思います。 

 

小倉 

 はい。ありがとうございます。最初に、清原先生から、日本の指導要領での扱いについ

てお答えいただいて、ジョン・ホルマン先生のほうからお答えいただきます。 

 

 

清原 

 中学校の最終部分で実際に意思決定といったもの、あるいはその重要性に気付かせる。

そのようなことを目指そうとしております。それを具体的にという場合、日本の場合です

と解説書です。それにどう示そうかというところで、まさにそこでそれを進めている委員

会のほうでも非常に議論になっております。 



中学校 3 年段階では、いろいろな科学技術を利用する際、メリット・デメリット、その

ようなものを、まず情報収集して整理する。そのあたりは、当然、意思決定のためのもの

として重要です。それにリスク評価です。そのようなものをどう組み込むか。そのあたり

をどう示せばいいか、非常に議論になっております。ただ、その場面で重要なことは、意

思決定するということがいろいろな要素、理科として学習してきたわけですけれども、実

際に判断する場合、社会的な要素も当然入れなければならない。そのようなところで難し

い。私だったらこうする、あなただったらどうしますか。そのようなところを理解するこ

とが重要だと思います。その示し方について、今、検討しているところです。 

 

ホルマン 

 １点、付け加えたいのですけれども、オープンエンドと言いますか、そのようなタイプ

のディスカッションというのは非常に人気があります。確かに科学のカリキュラムの中で、

このようなものは、当然、重要ですし、科学的な情報というのは理解しないといけない。

そのうえでやるのですけれども、そこに基づいて、この日本の制度が、このようなオープ

ン・エンドな形の議論にあまり慣れていないという部分があると思うのです。英国では、

一般的に言いまして、このようなオープンエンドの議論は、非常に人気があります。ただ、

中には、このように皆さんの前で話をしたくない、意見を言いたくないという人もいるわ

けです。そのような生徒もいますので、そのようなものも、うまく受け入れるような形の

ものも必要です。後、公式的なディベートをする場合において、皆の前で自ら話ができる

ような力を、当然養成しております。後、小さなグループを形成する。小さなグループだ

と意見を言いやすいので、そのような形にするとか。もう１つは、議論は口でしゃべりま

すが、ほかにも例えば、書いたりという形もできますので、人前で話をするのが苦手な人

は書いた形でするというような方法もあるかというように私は思います。 

 

小倉 

 ありがとうございます。日本で討論がなかなか成立しないということをよく見抜いてお

られています。イギリスでは討論が、しかも、オープン・エンドな討論は人気があるとい

うところは非常に違うところかと思いました。 

 

 

ミラー 

簡単にコメントしたいと思います。生徒にオープンエンドのディスカッションをしてい

くと言いますか、このような形で何かを言うとき、なかなか自分の意見を言えないとかい

うことがあると聞いたのですが、ただ、今ジョン・ホルマンさんがおっしゃったことの中

で、科学について、環境について、話をする。これは、それでいいと思うのですけれども、

そのとき、基本的な科学、基礎科学と言うようなものは、当然、知っていないといけませ



ん。 

 もう１点追加したいのは、これは論議を呼ぶ可能性がありますけれども、このようなこ

とも可能です。つまり、倫理観というもの。つまり、賛成とか、反対とか、これは嫌だと

かの問題ではなく、環境の利用、資源利用において、正当性というもの。その分野におい

てどうなのか。後、自分で意思決定する際においての個人の自律性も関係してきます。 

後、社会正義の問題。例えば、エネルギーとか、いろいろな分野に関しましても、いろ

いろ出てきますけれども、各個人に意思決定をしてくださいと言うとき、それによって彼

らの倫理観というものを高めてほしい。そのようなとき、ほかの価値観について正当性が

あるかどうか。環境に対する責任感を持つと言うことも普遍的な価値だと思います。個人

的な判断で全部できるものではなく、決定を下すときのいろいろな価値と言うようなもの

も、当然、重要な役割を演じるのではないかというように私は思います。 

 

小倉 

全く個人の見解だけではなく、きちっとした知識・理解も必要であり、また、社会正義

を含めた倫理観というものもきちっと確立されていく必要がある。非常に大切な点をコメ

ントしていただきました。 

 

質問者Ｊ 

 先ほどの新しい学習指導要領に関しまして、清原先生からお話いただきました。体験の

重視に関しましてお聞きさせていただきます。先日発表されました、小学校理科、平成 20

年度案では、理科の第 6 学年、人と動物の体のつくりと働きが、今度は、人の体のつくり

と働きとなっております。動物の体のつくりの働きという部分が削除されております。こ

れは、ちょうど昭和 52 年改訂の学習指導要領に基づいて編纂された教科書が、第 5 学年、

魚の発生、第 6 学年、人の体のつくりであったため、魚の解剖がなかったときと同様の扱

いがされており、ますます解剖の扱いが減るのではないかと懸念されます。先日、都内の

小学校第 6 学年で、フナの解剖を行いました。授業のアンケート、2 クラス、76 名中、74

名が、「やってよかった」と答えました。残りの 2 人も、実際に見られてよかった。でも、

かわいそうという理由で、「わからない」と答えました。 

 人の体のつくりの働きを理解する。すなわち自分自身をよく知るというためには他と比

較することにより、より理解が深まると考えます。すなわち、実際の解剖の扱いを通して

体を見ることにより、体のつくりの精巧さを知り、生命の大切さを学んでほしいと考えま

す。このままの学習指導要領 20 年度案では動物が削除されてしまい、ますます解剖が減っ

てしまうのではないかと思って、再考をお願いしたいと思ってお話させていただきました。 

 

清原 

 小学校では人体を強調する形で出ておりますけれども、理解していくうえでは動物と比



較して理解していくというのが基本だと思います。表現ぶりとかの問題もあろうかと思い

ます。そのあたりは小学校担当の者に伝えたいと思います。 

 後、解剖に関しては、実際にはそのような体験を通して生命の尊さを感じていく、学習

していくという部分は多いので、そのあたりは解説書のほうでどう示していくか。そのあ

たりは重要な検討事項にしたいと思っております。 

 

ローリー 

 私は、ひとつ前の質問に関連付けたいと思うのです。日本の子どもたちが活発にディベ

ートするオープンエンドの質問に対して、それはなかなかできないということに対して、

ひとつ、ここで警告を発したいと思うのです。と言うのは、個人的にはこのカナダでの進

化、カナダにおいても同じことが言えます。つまり、現代の子どもたちというのは、その

ような形でなかなか学ぶことが得意ではない。 

しかし、ここで大事なことは、教師も、また、そのような教え方が苦手ではないかと思

うのです。ジョンさんのアプローチというのは新たなアプローチということを出している

と思うのです。教育学という観点から教師もそのような教育法というものを、もっと習得

しなくてはいけないと思うのです。特に私が提案したいことは、日本でどのようなカリキ

ュラムを導入するとしても、それがこの指導法に関してかなり大きな変化を導入するとい

うことであれば、しっかりと教師の養成、トレーニングをしなくてはいけないと思います。 

ですから、オープンなアプローチをしてくれという場合には教師にリスクを許容するの

だということを示さなければいけません。カナダの先生と同じような先生方が日本にいら

っしゃれば、リスクをとりたくないと考える方が多いと思うのです。ですから、現実的に

考えなくてはいけない。教師というのは、リスクテイクは苦手な人が多いと思うのです。

いろいろなアプローチを実験していいのです。試みてください。毎年、違う生徒が入って

来るのだから、年によっては全然違う反応があるかもしれない。でも、うまくいかなくて

も、リスクはいいのです。そう言わないと新しいカリキュラム導入は難しいと思うのです。 

 

小倉 

 的確なフォローアップコメントをありがとうございました。 




