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小倉 

 この第２のセッションは、教

師教育、どう教えるかというこ

とであります。科学的リテラシ

ーということに絡めて、そのよ

うなテーマについて議論をし

たいと思っております。 

まず、私から情報提供させて

いただきます。 

PISA の調査の生徒の質問で、

彼らが受けている授業に関す

る意識を問う質問項目があり

まして、その中で国際比較的に

かなり生徒たちが低く見積も

っている結果が出た項目を挙

げてあります。対話が少ない。

例えば、生徒が課題についての

話し合いをするということが

OECD では 42％のところ、日

本では 9％。これは、そのよう

な問いへの肯定的な回答、ほと

んどすべての授業でそうであ

ると答えた生徒の割合という

ことです。実験に基づいた学習

が少ない。3 番目に、科学的調査を計画する機会が少ない。そして、実生活との関連性が少

ない。そのような特徴が PISA の生徒質問紙から見えてまいりました。 

この調査は、日本で言うと高等学校の 1 年生、入学して 3 か月後くらいの生徒の様子で

すけれども、彼らが理科授業に抱いている意識というものが垣間見られるデータではない

かと思います。 

そして、中学校ではどうなのかということですけれども、1999 年に授業ビデオスタディ

ーというものを、TIMSS という国際調査の一環で行いました。日本・アメリカ・チェコ・

オーストラリア・オランダという５か国で理科授業を無作為に抽出し、100 校近くの学校で

授業をビデオに撮って、その授業を定量的・統計的に比較したという研究があります。2006

年に報告書が出ております。 

 

現状: 日本の高校１年段階の理科授業 (PISA 2006)

日本の生徒の意識から、理科授業は・・・

対話が少ない
生徒は課題についての話し合いをする (OECD 42%, JPN 9%)

実験に基づいた学習が少ない
生徒は、実験したことからどんな結論が得られたかを考えるよう求められ

る (OECD 51%, JPN 26%)

科学的調査を計画する機会が少ない
実験の手順を生徒自身で考える (OECD 17%, JPN 9%)

実生活との関連性が少ない
先生は、理科を学校の外の世界を生徒が理解する手助けとなるように教

える (OECD 38%, JPN 12%)

(割合は、「ほとんどすべて」か「すべて」の授業であると答えた生徒の割合)
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その結果から日本の授業の

特徴として見えてきたのは、こ

のようなところです。日本の理

科授業は相対的な話ですけれ

ども観察実験活動を非常に重

視しているのだと。しかし、生

徒自身でデータを分析させて

いることはほとんどなく、分析

方法は、どちらかと言うと指示

されている、用意されている。

高度な内容よりは非常に基礎

的な内容が中心になっている。

そして、科学とテクノロジーと

か、社会とのつながりに関する

いわゆる STS と呼ばれている

内容に関する授業はほとんど

なかったということ。実生活の

諸問題に関連させる指導が少

なかった。そして、コンピュー

ター、テクノロジーはほとんど

使われていない。そのような特

徴がこの比較調査からは見え

てきました。 

 

 

 

 
現状: 日本の中学２年段階の理科授業

(TIMSS 1999 Video Study, 2006)

授業分析の結果から、日本の理科授業(1999年当時）は・・・

観察実験活動を重視している

しかし生徒自身でデータを分析させていないで、分
析方法を指示している

高度な内容よりも、基礎的な内容を重視している

 STS(科学とテクノロジーと社会とのつながり）に関
する内容が殆ど無い

実生活の諸問題に関連させる指導が少ない

テクノロジー（コンピュータ）が殆ど使われない
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日本の理科授業は、観察実験活動を重視している

第8学年の理科の授業において，授業形態と活動内容の各組み合わせに割り当てられる
理科授業時間の国別割合(%)
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生徒自身でデータを分析させていないで、分析方法を
指示している

生徒の活動 AU CZ JP NL US

探究の課題を設定する 3 ‡ ‡ ‡ ‡

調査手順を計画する 10 ‡ 5 ‡ 5

予測を立てる 11 ‡ 23 4 8

データや現象を解釈する 56 20 43 24 33

データを収集し記録する 62 8 59 29 31

収集したデータを独自に考
えて整理し処理する 9 ‡ ‡ 8 8

教師の指示や教科書に従っ
てデータを整理し処理
する 27 3 37 8 19

個別での観察実験活動の前・途中・後での生徒の異なる探究的活動のそれぞれをもつ
第8学年の理科授業の国別割合(%) （‡は該当する授業がほぼ無いことを意味する）

(小倉・松原, 国立教育政策研究所紀要第136集, 2006)
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日本の理科授業は基礎的な内容を重視し、高度な内容
の扱いは少ない

第8学年の理科の授業における，難易度の高い内容と基本的な内容および
それらを組み合わせた内容を持つ授業の国別割合(%)
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 日本の授業は伝統的な内容を扱うことに焦点を置い
ている (STSや科学の本質といった領域横断的な考え方を扱う内
容が（中学２年で）見られない)

生命科学，地球科学，物理，化学，およびその他（科学の本質，科学の相互作用，テクノロジーと社会，
環境および資源問題，科学的知識の性質，科学と数学など）の分野に割り当てられる第8学年の

理科の授業の国別割合 （‡は該当する授業がほぼ無いことを意味する）

(小倉・松原, 国立教育政策研究所紀要第136集, 2006)
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日本の理科授業では、テクノロジー（コンピュー
タ）が殆ど使われない

第8学年において、コンピュータを利用できる理科授業及び生徒がコンピュータを利用している理科授業の国別割合
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今、申し上げましたような特徴は、昨日から本日にかけて報告されております科学的リ

テラシーに関する課題からすると、日本の理科授業にも変えていかないといけない点が多

く見られるということだと思われるわけであります。 

その指導をどう変えていくかという話がこのセッションでも大きなテーマなのですけれ

ども、スティグラーさんという UCLA の教授が書かれた本からの引用があります。スティ

グラー教授は、アメリカの教育改革のやり方を見て、教師に文書を配布して、さぁ、これ

をやりなさいと言っても機能しないのだということを強調されています。日本で授業研究

と呼ばれていますけれども、教師がお互いに専門的な知識、あるいは技術を共有し、それ

を共同にシステムをつくり上げるという過程を通じて、教師がよりプロフェッショナルだ

と自分をとらえるようになる。そのような一種の生涯学習的な教師教育システムをつくり

上げているということを高く評価しています。 

 
科学的リテラシーの育成に向けて理科指導を改善する
ために、理科教師の授業研究を促すこと

 「アメリカでのやり方は、改革
の文書を作成し配布して、教
師に文書に書かれてある提
言を実行するように求めるも
のだった。・・・しかし、このや
り方は単に機能しないのであ
る」(Stigler & Hiebert, “The 
Teaching Gap”, 1999, 
p.12)

 「日本では、教師を育てるととも
に、授業に関する知識を発展さ
せ、教授に関する専門性を教員
間で共有するシステムを作り上
げることに成功した。・・・授業を
改善し、得られた知識を同僚の
教師と共有するプロセスを通し
て・・・教師たちは自分たちを真
の専門家だと見なし始めるので
ある」 (Stigler & Hiebert, 1999, 
p. 126)

トップダウンのやり方では不十分である
教師には、生涯学習のコミュニティとして、自律し協調し合って、
自分自身を磨く必要がある

 



私自身は、このような教師教育という点からは日本にも優れた点があるのではないかと

いうことで、ここでご紹介したかったわけであります。ただ、科学的リテラシーを育成す

るための指導というのは、これから、もっと、もっと、改善すべき点がありますので、い

い点はますます、一層、強調しつつ、今まで慣れていない、あるいは取り組んでこなかっ

たものについては新たな取り組みをすべきではないかということであります。 

 

 日本における教師の生涯学習体系

都道府県による教員採用試験と採用

初任研：法定研修
（国の補助金による）

校内、地域、全国的な
教員主体の研修

都道府県等による
教職経験者研修

１０年経験者研修：法定研修（国の補助金による）
１０年毎の教員免許更新のための研修 (平成21年度から)
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 「理科授業」についての研究機会

a. 他の教師たちが授業を訪問し、改善に
向けた考えを話し合う (完璧な授業など
無く、必ず改善の余地がある)

b. 最新の科学的内容について、科学者か
ら学ぶ

c. 教師のグループで、授業を計画し、実
行し、改善していく (いわゆる「授業研究」)

a b

c

 



 「理科授業」についての研究機会

d. 模範としてではな
く、授業研究の題
材として、優れた
授業実践をビデ
オ収録する※

他教師の授業への訪問機会は限られているが、
授業ビデオを補完的に利用することができる

d

e. 授業を視聴して、その重要
点について意見交換する

e

※ ＪＳＴ「理科ねっとわーく」に登録の理科教師（2万人以上）は、全国89時間の小中学校理科授業ビデオ（及び指導
案、評価情報等）をインターネットで視聴可能（http://www.rikanet.jst.go.jp )。また、全授業ビデオを収録したDVDを
希望の教育センターに現在貸出中である。詳細は講演者まで（ogura@nier.go.jp, http://www.nier.go.jp/ogura/ )。

 

 

後に、教師が多忙な中、あるいはなかなかチャレンジできないような条件下で、教師

の持たれている力を 大限に発揮してもらうようなことをこれから考えていかないといけ

ない。それは理科教育の目的を明確に示して共有することとか、先ほどの生涯学習的な意

味での研修の機会を充実させること。学校における指導のための環境を整備すること。そ

の支援体制を整えること。学校の中だけではなく、地域社会と一緒に理科教育を支えてい

くということがこれから必要ではないのかということです。 

 
理科教師が能力を伸ばし十分に発揮できるように

 理科教育の目的を明確化し共有すること
全ての生徒の科学的リテラシーを育むため

将来理工系で活躍したい生徒の能力を高めるため

 生涯学習機会の充実
公的研修：標準的な実践情報の習得機会

教師主体の研修：個人や協同で、課題解決に取り組む機会

教師が効果的にコミュニケーションできるネットワーク

 学校における支援
実験機器・教材費, ＩＣＴ環境整備, 授業時間, 準備時間, 実験

助手, 観察実験指導に適した学級規模, 妥当な評価手法, 等

 学校外・地域の支援
保護者, 地域, ロールモデルとしての科学者や技術者, 社会

施設（科学系博物館、水道局、病院等）、研究施設（大学・企
業等の研究施設等）などの協力

 

 

このセッションは、教師教育と、どう教えるかということについて、ディスカッション

をしてまいります。 

 



ケスラー 

 フィンランドの授業の状況についてお話したいと思います。まずは、問題を解決するた

めの知識・能力です。発明する力を開発していくということ。教師もそのような科学的リ

テラシーを教えるのは大変難しいことを見出しているわけです。そして、フィンランドで

大きな問題になっているのは学校での評価であります。何がいい評価の技法なのかが分か

らないでいるわけです。研修会でさまざまな練習問題をしたり、いろいろとディスカッシ

ョンすることにより、評価の技法とか、教師の専門性というものを育てていきます。フィ

ンランドの教師はオープンエンドの、自分が自由に書けるような質問に対する答えの評価

に対して大変難しいと思っています。 

 

小倉  

 昨日のご講演で、小学校の教員が教員養成としては教育学が 70％。教科にかける割合と

いうのは 30％ですか、低かったわけです。そのような状況だと、小学校の教員の科学的リ

テラシーというものが十分ではないおそれがあるのではないか。日本ではこのような問題

は非常に深刻にとらえられているところなのですけれども、ケスラー先生は、これについ

てはどのようにとらえられているのでしょうか。 

 

ケスラー 

 果たして十分な情報が得られるかということなのですけれども、70％のうちの 50％も科

学に関連する教育学です。ただ、学科そのものの勉強、研究ではなく、科目に関係する教

育学の研究です。ですから、科学の授業をどのように教えるかということもプラスであり

ますので、情報としては得られるということです。 

 

小倉 

 そのようなことでバランスをとられているということだと思います。 

 質問です。学校の教師になるのはフィンランドでは難しいことなのでしょうか。競争が

激しいと言うか、難しいことなのでしょうか。それとも、なかなか教師になってくれる人

がいないと言うか、教師不足の状況なのでしょうか。 

 

ケスラー 

 実際、教師になるのは非常に難しいのです。当然いろいろなプロセスがありますので、

長い道のりではあります。非常に競争も激しい。つまり、学級担任になるためのコースに

入るのも非常に競争が厳しい部分があります。 

 教科担当になるには、二つの方法があります。直接、その教科の教師になる。例えば、

物理学とか、化学の勉強をして、その学科の教師になるということもあります。もうひと

つの方法としましては、例えば、物理とか、化学というものを大学で勉強して、その後、



教育学の勉強をして教師になるという形もあります。私は二つ目のコースをとって教師に

なったわけですけれども、私自身は生物学の学位をとりまして、そして教育学の勉強をし

まして、生物の教師になったわけです。 

教職として五つくらいの空席しかなかったわけです。また、なかなか教職課程に入る、

ティーチャー・トレーニング・コースに入る、その席を確保するのも非常に競争が激しく

て難しいということもあります。 

 

小倉 

 お話もあったのですけれども、学科、教科の教師と、学級の教師との区別がいまひとつ、

まだはっきり分からないのですけれども、例えば、中学校とか、高等学校にも学級担任の

教師がいるのでしょうか。小学校にも教科の教師がいるのでしょうか。 

 

ケスラー 

 学級担任という形で、1 学年から 6 学年まで基本教育を教えています。７～12 歳です。

後は、教科担当が 7～9 学年です。後は高等学校で教科学習をします。ただ、7～9 学年で両

方が教える場合もあるわけです。そこでも非常に競争が激しいので、すべての学年で教科

担任と学級担任の教師が教えるという可能性もあるわけです。 

その場合、大学でたくさんのコースをとることが必要になります。ただし、そのような

コースを確保するのは難しい。コースに入るということが難しいわけです。競争が激しい

わけです。ですから、良くできないと、そのようなコースが確保できないわけです。大学

は全部無償で行けますので、いろいろな違った可能性があるということです。 

 

小倉 

 要するに、例えば、教科担任として資格を持っている教師も、実際には小学校でも、中

学校でも、競争次第ではそこで教えることができると考えていいのですか。 

 

ケスラー 

 そうです。 

 

小倉 

 今度は校内研修になるのですけれども、教師が、どのように専門性を開発しているか。

例えば、学校の中で研修をしているかとか、あるいは教師になってからまた再研修をどこ

かで受けることがあるのかとかという質問がありました。教師になった後も働きながらト

レーニングをすることがありますでしょうか。 

 

 



ケスラー 

 師範学校を卒業した後は学校で教えますので、それ以上はトレーニングを受けることは

ありません。卒業して教師になった後は、学校で実際に教えるということだけになります。 

 

小倉 

 次の質問は、日本は優れた理科教師を育てているとよく言われるのですけれども、優れ

た理科教師とは何でしょうかという質問です。どうでしょう。 

 

ウィリーツ 

いろいろないい教師というのがいると思いますけれども、共通するものは熱意だと思い

ます。つまり、リスクをとってもいい。もっと引き続き勉強をしていくという姿勢です。

このようなものがなければ、いい教師にはなれません。教師は常に変わらないといけませ

ん。 

 

小倉 

 条件のようなものは示されているのでしょうか。 

 

ウィリーツ 

英国では、スクール・インスペクションと言いますか、教師を調べる検査官と言います

か、そのようなシステムがあります。その教師が何をしているかと言うよりも、むしろ生

徒の学習状況をチェックするわけです。ですから、いい教師はどうかということは、生徒

がいい学習成績を出していれば、それはいい教師ということになるわけです。 

どのようにやるか。つまり、当然、教師の教え方によって生徒の成績の伸びが違ってき

ます。どのようにやったらいい教師になるかということなのですけれども、英国でもそう

なのですけれども、当然、レッスン、授業は、ストラクチャー、どのような仕組みでやる

か、教えるかということも大事になってきます。ただ、厳密な決まりというようなものは

特にないわけです。当然、教師は、いろいろな資質が必要です。生徒をいかにコントロー

ルするかということも大事です。日本では、生徒は、皆さん、お行儀いいかもしれません

けれども、教師のほうとしましては、いろいろな状況におきまして、生徒を、当然、コン

トロールしないといけません。後、教科の知識も、当然、よく持っていないといけません。

いろいろな条件があります。毎日、毎日のこともしっかり頑張ってやっていくということ

も、当然、必要になってきます。明確な決まりと言いますか、尺度というのは特にないわ

けなのですけれども。 

 

小倉 

 理科教師を明確に尺度評価するという国と言うか、そのようなことはされていますでし



ょうか。 

 

ホルマン 

英国では、トレーニングエージェントというようなものが政府の機関でございまして、

その仕事は、 初にいいトレーニングを受けていて、かつ、教師の間におきましても、ち

ゃんとしたトレーニングができているかとチェックすることです。そこで、いわゆる教師

としての標準というものを設定します。そして、そのレベルがありますので、教師がそれ

ぞれの段階において、そのようなレベルに達しないといけないという形のものが示されて

います。これは、プロフェッショナル・スタンダード・オブ・ティーチャーというような

尺度がありまして、それに沿っていないといけないわけです。 

ただ、問題点は、非常に一般的な形、広義な書き方で書いていまして、教育の品質につ

いても幅広い形で書いていますので、解釈が分かれるわけです。ですから、次にすべきこ

とは、つまり、一般の教師としての標準が非常に大まかに書いていますので、例えば、化

学の教師・数学の教師に関しましては例を挙げて、このようなスキルがそのレベルに達す

るのに必要だということをはっきりと細かく書かないといけません。非常に大事だと思い

ます。 

つまり、教師の基準というものを実際につくって、実践する前にそのような例を挙げて

設定をちゃんとしないといけません。長期的にも、われわれは、すべての教師がそのよう

なものを理解したうえで、そして、上司が教師の授業を見て正しい評価ができるようにし

ないといけないと思います。それによって、教師のほうもそのような標準をちゃんと理解

したうえで、さらに自分の成績を良くして、さらに階段を上に上がって、より良い給料を

もらうような形のインセンティブが働く必要があるというように私は思います。 

 

ローリー 

 ニューブルンスウィック州の場合には教師の評価プログラムというものがある意味では

明確な基準ということで整備されています。これは校長の監督下にあるわけです。毎年、

年初に教師を集め、中間、それから年度末というようにそれぞれの時点で進捗度というも

のを評価します。 

そのときに必ず教師がそれぞれ独自に開発した改善プログラムを見せる。校長先生がそ

こで各教師と、その教師がどのように自分たちの教師としての質を上げる計画をしている

のかということを聞くわけです。中にはいろいろな研修を受けるとか、他の仲間の教師か

らフィードバックを受けるとか。手段は何でもいいのですけれども、とにかく自己向上を

図るためにという計画を校長に見せるわけです。ですから、ここでは、もっと報酬を高め

るとか、このようなインセンティブもあるかもしれませんが、そうではなく、私たちのほ

うでやっているプログラムというのは、評価する結果、マイナス要因は一切ないわけです。

あくまでも教師がより良く、より向上するためのものです。 



 実際にはこれがうまくいかない、向上につながらない場合もあります。どうも進歩して

いないということが分かったり、むしろ悪化しているという教師が出た場合には、いわゆ

る集中プログラム、インテンス・プログラムにそのような教師を入れるわけです。そして、

より支援を強化することによって自己向上を図らせる。そして、ある特定の時間の後、そ

れでも進歩しなかったら職を追われる。でも、これは滅多にありません。 

 

ホルマン 

ヒュー・ウィリーツ氏がおっしゃったことのフォローアップになります。生徒たちにア

ンケートをとって聞いたわけです。効果的な理科の教師というのはどのようなものがある

と思う？というように聞きました。 

そのようにすると、生徒からのフィードバックには五つある。ひとつは、効果的、ある

いは適切な人間関係を生徒と持つことができる能力を持っている。具体的に生徒の声に耳

を傾け、理解し、気持ちを分かってくれる教師。そして、実験のとき、生徒たちが戸惑っ

ているのか、それとも喜んでいるのかということを敏感に分かってくれる。 

２番目の資質というのは、教えることに情熱を燃やしている。熱意を持っている教師。

抽象的なことを指導しているかと言うと、そのようなことはないわけです。いろいろな声

の変化を持たせる、ボディーランゲージとか、いろいろな形で非常に生き生きと教師が本

当に情熱を持って教えているのだ、パッションを持っているということを子どもたちが感

じることができることというように生徒が言っています。 

３番目には、特に学術界の中でも強調されていることです。これも生徒が言っているの

は、基本的に科学の知識をしっかり持っているということ。 

４番目は、適切な指導戦略を持っていること。具体的に理科・科学を教えるときの戦略

を持っているということ。この中では、例えば、教育学的な内容に対する知識とか、専門

的な知識です。そして、特定のストラテジー、戦略を教師が使うとき、技術を駆使して教

べんをとったり、実験室での調査を行ったり、いかに適切にいろいろなツールを使って、

そして、実際の指導のシークエンスというものの中に組み入れていくか。 

そして、三つ、四つ、五つといったレッスンをすべてうまく組み合わせて構築し、生徒

の基本的なスキル向上を図るかということ。 

後に、クラスをまとめる力を持っているか。統率力があるかということが５番目です。

例えば、30、35 人、25 人くらいのクラスのサイズですけれども、その場合には、いかに教

師が集団をまとめることができるかということ。実験もそうですけれども、特に若い教師

の場合には、まだあまり経験がない。そのようなとき、いわゆる移行期というのがあるわ

けです。すなわち実験室に行ったり、教室へ行ったり、ディスカッションをやらなければ

いけないし、いろいろなことをやらなければいけない。このような、社会心理学的な現象

であります。このように全く新しい経験でこの移行期があって、そのとき、行動学的ない

ろいろなノームと言うか、非常に新しいいろいろなことに直面し、その新しい環境に移行



する。そのとき、ストレスを感じる。そして、心理的に動揺するというようなことがある。

それをうまくハンドルできる。この五つのことが生徒から挙がってきた理科の教師の資質

です。 

面白いのは、この五つのエリアに、実際、教員を専門的に養成する段階で、どれだけこ

の領域に力点を置いているのかということなのです。生徒たちはこの五つを非常に大事だ

と言ったわけなのですけれども、それが教員養成にちゃんと反映されているのか。教師の

ほうはこの五つの資質、生徒が求める資質。これをどれだけ実際、プライオリティーを置

いて頑張っているのか。そして、即、教師が教室の中で判断しなくてはいけない。いろい

ろなディシジョンを下さなければいけないわけです。その中で、どれだけこの五つのこと

を念頭に置いているかということも面白い点です。 

 

小倉 

 たくさんの質問があったのが評価に関することです。評価と言うのは生徒の評価です。

成績の評価です。それに伴って入学試験というものの影響に関する質問がありました。つ

まり、日本では入学試験というものが非常に大きな目標にとらえられていて、そのために

教師が目標とする授業はなかなかできないという意見が強くあります。この生徒の成績の

評価という問題を、科学的リテラシーを伸ばすという観点からどのようにとらえればいい

のか。参考になるような取り組みはありますでしょうか。 

 

ホルマン 

これは観察ということであります。直接お答えになっていないかもしれません。非常に

チャレンジングな質問ですので。私の観察から申し上げますと、英国に関しましては生徒

の評価というのは非常に重い意味を持っているわけです。すなわち大学進学とか、キャリ

ア、そして、学校の評価そのものに重いという意味があるということです。生徒の評価が

悪いと学校の評価まで悪くなるとなってくるので、英国の場合には生徒の評価をものすご

く真剣にやらなければいけなくなる。そのようにすると、教師にとって、何よりも試験と

いうことに力点を置かざるを得ないわけです。ですから、小倉先生の質問に対するきちん

とした答え、どうやったら生徒の評価制度をきちんと適切なものにするかということ。つ

まり、それは、いちばん理想とする教育指導が実践できるような生徒の評価方法で、すご

く重要なことだと思います。 

 

北原 

 去年、ブリティッシュ・カウンシルの招きでイギリスに行きまして、ヨークに行って、

中学校の授業を見て来たのです。そのとき、農薬のことをテーマにして子どもたちが手を

挙げていろいろ議論をして、それから資料を調べて、プレゼンの用意をしてという場面を

見てきました。そのときの議論がものすごく活発でありまして、素晴らしいと思ったので



す。そのような力と言うか、そのような教育が果たしてどのような形で将来のキャリアに

とって意味を持ってくるのか。日本の場合ですと、結局、そのようなことをやっても 終

的にはペーパーテストでの入学試験という形に収束していってしまうのです。例えば、そ

のようなディベートをし、ディスカッションをすることが、 終的には、ペーパーテスト

においてもいい成績をとることになるのだというようなことがあるのかどうかです。例え

ば、大学に入学するときの選考に高い評価を受けるような仕組みが出来ているのかどうか。

その辺をうかがえればと思います。 

 

ホルマン 

北原先生の質問に対しては、そのようなシステムはできていません。いろいろおっしゃ

ったような活動は教育手法としてはあるのですけれども、それによって児童の能力に対し

て、もちろん、影響があると思うのですが、直接、それが評価されるということは実際に

はないのです。 

ですから、先ほど、おっしゃったこと。クラスでそのようなことを奨励するのは重要だ

というように考えている場合、どのようにそれを評価し、それがどのような形に具体的に

現れるか。そこのところが非常に重要だと思います。課題だと思います。そのような活動、

クラスの中でのディスカッション。そのようなところを評価するのは非常に難しい。だか

ら、まだ、まだ、これから取り組まなくてはいけないと思います。 

ただ、私がひとつ言えることは、理科の教師とか、また、カリキュラムを構築する人た

ちは、例えば、歴史とか、市民性とか、言語とかこのような科目から学ぶべきです。この

ようなところでは、ディスカッションとか、ディベートとかも当たり前に入っているので

す。理科ではなかなか入っていない。だから、ほかの科目ではどのようにそれを評価して

いるのかというところから学ぶことができるのではないでしょうか。 

 

バイビー 

私のほうからも答えさせてください。例えば、非常に重い病気にかかっているとします。

そして、医師のところに行って何を期待するか。医師から複数の試験をしてもらって、ひ

とつだけではなくて、いろいろなことをチェックしてもらって、それから決断を下してほ

しいと考えるのが通常だと思うのです。ですから、ペーパーテストでも、いろいろな観察

とか、複数の形で評価するということ、総合的に評価することが重要です。 終的な生徒

の成績について、あるいはスキルをどれだけ指導したかの判断には、そのようなさまざま

な角度から総合的な評価が必要です。これが１点目。 

 二つ目に関しましては、非常に基本的なことなのですけれども、基本・原点に戻って取

り組むこと。しかし、一体、何が統制、管理しているのか。テスト、評価があるからとい

うことで、それが、結局、いちばんコアのカリキュラムとか、教育指導の行動、すべてに

影響、時には障壁となっているのではないでしょうか。ここで少し評価ということに関し



て考えて、非常に重要なひとつのハードルをきちんと乗り越えれば、もっと自由に教える、

指導することができるのではないか。しかし、残念ながら、このテスト、評価ということ

に統制されている。コントロールされているということになると、本当に私たちが求めて

いるような効果的な方向に行けないのではないか。つまり、そのような制度も導入できな

いではないか。すなわち評価があるから基準が達成されないということになってしまうの

ではないでしょうか。そのようにすると、アメリカではまさにそうなのですけれども、現

実問題として非常に重要な問題になっていて、その点について、しっかり言及しなくては

いけないと思います。 

 

ローリー 

カナダの場合ですけれども。私たちは責任を全部共有しているわけです。ですから、そ

れぞれの州ではそれぞれのテスト、評価をするシステムがあります。異なる科目だとか、

異なる学年です。それぞれどのようにテストをするかというのはそれぞれ州ごとに決まっ

ているわけです。そして、ある州では、 終的な成績ではあまり良くないことがあります。

一般的には 50～60 点なのですけれども、 終的にそのような成績が悪いというようなこと

があります。 終的な成績と言いますのは、大体、60％を教師が付けて、そして 40％がテ

ストの結果で出されるわけです。だから、教師たちはテストをしますけれども、また、成

績票を付けるうえで、カリキュラムに入っているものを全部反映して評価をしなければい

けないのです。ですから、大学には入学試験がありません。学生が自由に入りたければ入

れるわけです。 

 

ケスラー 

効率的な指導方法ということなのですけれども。教師というのはロボットではありませ

ん。だから、さまざま違った方法で教えるわけです。ですから、いい教師と言いますのは、

どのような教材が自分の授業にいいのか、どの教え方がいいのかということを自分で判断

できるようにならなければなりません。そして、また、教師の研修でありますけれども、

さまざまな教え方を学ぶことです。さまざまな評価の仕方がありますので、そのようなこ

とも参考に学ぶことがいいと思います。 

 

質問者Ｋ 

 なかなか刺激的な議論でたくさん得ることがあります。教育をどのように変えていくか

という議論をするときにはさまざまな要素が絡み合っていると思うのです。それを私たち

は区別し、統一していくということが非常に重要だと思うのです。今の議論の場合でも、

ひとつはカリキュラム論的な部分と授業論の部分、それを支える制度の部分とが混在して

いると思うのです。その点で二つ質問させていただきたいというように思います。 

 一つ目は、いい授業をつくっていくときには、もちろん、教師の授業方法とか、熱意と



か、そのような教師という個人が持っている資質。それを向上させていくということがい

ちばん根本的なことですが、同時にそれを取り巻く教室の環境も非常に重要になってくる

わけです。これは国によって随分事情が違うというように思います。日本の場合は、教師

は資質、自分たちの資質を磨くためには共同で自分たちが研究会をやって、どのように授

業をつくりあげていくのかということについてはよく学習していると思います。上からの

研修システムで学ぶよりは自己学習をしていく。お互いに同僚で学習をしていく。その能

力は、私は大変高いのではないかというように思っています。 

しかしながら、日本が非常に困難なのは、例えば、教室にたくさんの子どもたちがいる。

理科に限定して言えば、実験をたくさんやりたいけれども、その実験をサポートするスタ

ッフが全然いないとかです。あるいは予算がないとかです。つまり、資質とともに資質を

サポートする環境の問題があると思う。これが同時に改善されていかないとなかなか難し

いことがあるというように思います。これは、その他の国々ではどのような状況になって

いるのか。教室の人数もありますし、実験するときの実験助手等がどのように準備をされ

ているのか。そのような点をおうかがいしたいのが１点目です。 

 ２点目。長くなって申し訳ないのですが、カリキュラム論と授業の中身ですけれども。

日本の教育の場合、実験が少ないとか、あるいは STS 的な内容が非常に乏しいという指摘

をされていましたが、これは、一方では、カリキュラムの問題と随分関係をしているとい

うように思います。例えば、先ほど、ヒューさんに報告していただいた内容。大変面白い

内容が随分ありました。スピード違反のような問題等を例に挙げたりしながら授業をどの

ように組み替えていくのかというようなことがございましたけれども、そこで問われてい

るのは、客観的証拠に基づいて説得力のあるような議論ができるのか、問題解決していく

ような能力をどうつくりあげていくのか。そのような授業をどのようにつくっていくのか

という問題ですが、これはカリキュラム論的に言えば、必ずしも理科でやらなくてもいい

ということだって言えるわけです。つまり、私たちは国語であったり、いろいろなたくさ

んのカリキュラムがあって、内容を考えるときには、そのような多くのカリキュラムの他

の科目との関連性の中で解決していくほうがより効率的だったりする。つまり、限られた

時間があって、すべてを盛り込むことができない以上、そのようなことが必要。例えば、

国語では説明文というような領域があって、科学的な説明文章をきちっとやっていくとい

うようなことをやるわけです。ですから、もし、今のようなことを理科でやるなら、理科

の内容により則してやっていくことが望ましいというように思っています。そのようにす

ると、例えば、さっき、ビスケットを割るようなことをやっていましたが、データに基づ

いて議論していく、実験していくのは大事だけれども、ビスケットでやるというのは、あ

まり私は良く思いません。ですから、理科のリテラシー、科学のリテラシーというのは科

学の内容にかかわってリテラシーが十分に必要なので、それが何なのかというようなこと

が議論をされて、そのうえに基づいた授業の改善ということがあるべきではないだろうか

というように思っています。カリキュラムの内容と理科の中のリテラシーとして限定でき



るものなのか。どう考えられるのかということに絡めたご意見をいただければありがたい

というように思います。 

 先ほどのヒューさんのことを例にして言うと、ヒューさんがやってくれていた授業の内

容は面白いけれども、理科でやらなくてもいいのではないだろうかというように思います

ので、もうちょっと理科に限定した内容を選ぶとすればどうなるのか。ほかの科目でやる

ことができないでしょうかという質問にさせていただきます。 

 

ウィリーツ 

 ビスケットも重要です。ビスケットを使ったという理由でありますけれども、生徒たち

がビスケットを使った話に関して大変熱心でありました。それに対して科学的なアプロー

チをしようという、そのような気持ちが出るものですから私はこれを使ったのです。そし

て、また、ほかの人からのさまざまな考えを利用してやったわけなのです。 

例えば、歴史のクラスで使ったものを使いまして、ひとつの科学的な証明の材料として

使ったということもあります。例えば、私が教えている学校では学生の話をよく聞いて、

そして、評価をするということがあります。聞くということはひとつのスキルでもあるわ

けです。そして、ほかの生徒が言ったことをちゃんと聞くということもこの評価の対象に

なるわけです。口頭でさまざまな発表をするわけです。さまざまなトピックについて生徒

たちが発表するわけですけれども、これも評価の対象です。 

例えば、英語科のクラスで、科学に対して発表するということもあるわけです。それを

英語科では自分たちの評価に使うわけです。そのような重複したところがあります。 

 

ケスラー 

非常に興味ある質問が、今、出たと思うのです。つまり、科学のリテラシーは言語と文

化にも関係しているということだったと思うのです。国によって大きな違いが出ていると

思います。例えば、フィンランドで申しますと、科学リテラシーということを使う場合、

その意味ですけれども、そこにはすべての科学というのが含まれていまして自然科学だけ

ではないわけです。つまり、すべての科学です。社会も含めて入っているわけです。です

から、物理学・化学・生物とかありますが、それは自然科学の話です。 

ただ、フィンランドの場合におきましては、科学的リテラシーというときには、これは

よくできるということは、その中には科学的にリテラシーが高いという形です。ですから、

単に科学だけ、物理学だけではなくて、歴史も音楽も科学的に読み取れると言いますか。

そのようなことも含まれてくるわけです。 

 

北原 

 私もヒューさんのやり方に、ものすごく感動したのです。つまり、先生がおっしゃった

ように、科学的な実験は科学でなければいけないということは何もないわけです。子ども



たちがビスケットに興味を持ったら、それを使って科学的にやる。つまり、データをちゃ

んと分析して決めていく。そのことが大事だと思うのです。それがいわゆる物理の実験室

でやるものでなければいけないということは絶対にないと思うのです。ですから、まさに

先生がなさったことは子どもたちの疑問に対応してやった。その機会を使って科学とは何

であるかということを教えた。そのことが非常に素晴らしいことだと思うのです。 

 

質問者Ｌ 

 ２点ほど意見と質問があります。ほかの国から来られた方、日本の現状としての教員の

ゆとりのなさというのが想像できないのではないかと思っているのです。日本の学校、多

くの学校が落ち着いた環境で授業ができない。できているところもいっぱいあるのですけ

れども、人数が多いだけではなくて、会議も多い。自宅に仕事を持って帰ってやっている。

あるいは深夜に呼び出される。そのような形で教員は非常にゆとりのない中で仕事をして

いる。そのようなことっていうのは、ほかの国では想像ができないのではないか。そのよ

うに思ってこの仕事をしております。有名になった過労死という言葉。これは教員の世界

でも相当増えてきています。これについて何とかしてほしいと思っているところですけれ

ども、その辺のことがほかの国ではどのように思っておられるかということがひとつ聞き

たいということ。 

 もうひとつは、ロジャー・バイビーさんの自転車の話を聞いたとき、分解と経験。どこ

まで分解するのか、どこまで乗ってみるのかというところなのですが、今のカリキュラム

の議論というのは、すべての子どもたちにどこまで分解させてみるのか。スポークやギア

のところまで、すべての生徒に分解をさせてみるのか。あるいは初めから乗せてみて、経

験させて自転車の楽しさを分からせる。そのようなところまでいくのか。実証主義と構成

主義。カリキュラムは実証主義に基づいてつくられているものが構成主義の流れもあると

思うのですけれども。どこまで全員にやらせていくのか。そのあたりが科学的リテラシー

の議論のところでお聞きしたいところです。日本の高校進学率は 90％を超えて、ほぼ全員

が卒業していくというシステムで、それもほかの国とは違うのではないかというように思

っています。 

 

小倉 

 日本の学校現場では教師が非常に多忙な状況にあるのだけれども、海外での理科の教師

に多忙な状況というものがあるのであろうかという質問が１点です。 

 ２点目の質問は、ロジャー・バイビーさんにお答えいただきたいと思うのですが、分解

と経験。自転車の例ですけれども、どこまで分解させるか、いつから乗るということを重

視するか。基本と応用というようなところのバランスが、科学的リテラシーということを

カリキュラムで採り入れるために大切なことだと思うのだけれども、そのバランスをどう

考えればいいのかというご質問ということでお願いしたいと思います。 



 

ウィリーツ 

 確かに教師にとって、英国でもいろいろ大きな問題があります。私も教師とずっと毎日、

毎日、付き合っているわけではありませんので、中には、一生懸命、長い間、働く方もい

らっしゃいます。私は自分の働く時間をちゃんと数えて、これまで働いたので、後は、そ

れ以上、働かないという形です。長く働くと、ついつい落ち込んでしまいます。あまり長

く働きません。大事なのは、サポートを与えるというのは非常に大事ですけれども、私の

個人的な経験でも教師というのは非常に難しい大変な仕事です。当然、期待される部分は

非常に大きいので非常に難しい部分もあります。日本での状況を先ほど教えていただいて、

非常に大変だと思いつつ、なるほどと思ったこともありました。 

 

ローリー 

 ヒューさんのお話もあったわけですけれども、カナダのブルンスウィックにおきまして、

いつも教師が言っていますのは、働き過ぎだという形のお話を聞きます。つまり、実際に

生徒とやるということだけではなく、例えば、いろいろな書類をやったりとか、事務的な

こととか、いろいろなことがあって、上からくるそのようなもので非常に忙しい。後、生

徒との授業以外にもいろいろな仕事があります。そのようなプレッシャーがありまして、

教えることとは直接関係ないものもあります。例えば、スポーツチームを教えたり、シア

ター、劇場とか。授業が終わった後、週末、夜にも生徒と一緒にやる活動もあります。例

えば、生徒は、週末の活動は教師はしないといけないと思っております。ただ、それに対

しまして、お金は払われていません。ですから、 初の 3 年～4 年間の間、若い教師はその

ような課外活動に、携わっている形になっています。 

 

ホルマン 

今、このような形で話していますと、カリキュラムとか、新しいものを出していく中で

いろいろな難しいものが入っています。つまり、先進的なことをすると、ついつい疲労感

が出てくるということがあります。既に非常に労働が高いにもかかわらず、さらに進めて

いかないといけないということがあります。つまり、常にカリキュラムにつきまして、い

ろいろな変化を加えていくということはありますけれども、大事なのはあまり早急に変更

を加えて、2～3 年後にまた変えないといけないという状況になってしまうと、ますます負

荷が増えてしまいます。その辺のところは気を付けて変更を加えるなら変更を加える。二

度手間になってしまいますと負荷が増えますので、その辺は気を付けていかないといけな

いというように私は思います。 

 

小倉 

 ウィリーツ先生から、支援することが大切だというようなお話もありました。理科の教



師の条件整備ということが非常に重要なことであろうと思います。ただ、このような多忙

さだということは日本の教師としては認識されていますけれども、それぞれの国の教師も

それなりの多忙さというものがある状況だと思うのです。いちばん大切なことは、すべて

の生徒に対して質の良い授業の実践ができるということだと思います。それは教師個人の

力で可能なものではありませんので、体制としてそれをどう支えていくか。そのようなと

ころは各国共通している問題・課題ではないかと思います。そのようなところでまとめさ

せていただきます。 

 ２番目の質問について、自転車の例を出された。科学的リテラシーでどのようなバラン

スをとるかということですけれども。バイビー先生にお答えいただければ幸いです。 

 

バイビー 

 私が自転車のたとえを挙げたとき、このような質問が出るということは予想していまし

た。私が言おうとした意図をお話します。伝統的な学校の理科プログラムというものを設

計し直してきているわけですけれども、そこでは古典的なアプローチがあります。 

つまり、生徒の学ぶことが、決まっているわけです。当然、この物理学とか、化学とか、

生物という、基礎的なものを第一に学ばないといけないということが当然あるわけです。

後は、その応用、社会との結び付きと言うようなものもないといけないという形で考えら

れてきたわけです。 

科学的リテラシーのアプローチの中身は、それぞれの人を市民として、いわゆる将来の

科学者としてではなく市民として捉えています。 

先ほど出ました自転車の例ですけれども、これで私が申したかったことは、例えば、教

師がそのようなものを教える場合、どうすべきか。どのような観点で教えるか。つまり、

自転車をつくった、設計した者の立場から考えてやるのか。それによって、すべてのパー

ツやギア、その構造、フレームのつくり、ハンドルバーの役割といったものを細かく伝え

るかということです。 

これは、ある意味で、伝統的な古い科学に対します教え方。カリキュラムにおける科学

の古い形のものです。先ほども私が言いましたのは、自転車に関しまして、その価値と言

うようなものは何か。つまり、毎日使うユーザーとしての価値、考え方はどうなのかとい

うことです。そこでギアとか、ハンドルバーとか、タイヤの圧力、そのようなものについ

て、果たして、普通の人が日常でどれくらい知っているかということです。 

ただ、毎日乗っている場合には、それほどたくさんの資源を持っていないわけです。も

し、生徒のほうが自転車に非常に興味を持ってきて、もっと、もっと、知りたいという形

になってきた場合には、当然、そのときには、これくらいだけ知っていればいいのだ。こ

れでいいのではないかという形で言うこともある。ですから、そのような古典的な従来の

仕方と新しいアプローチの仕方という形で自転車の例をたとえで挙げたわけです。 

 



小倉 

 はい。分かりやすいたとえを挙げられたつもりですけれども、いろいろな解釈があって

逆に分かりにくい部分があったかと思います。バイビー先生は、その伝統的な知識をどこ

まで教えるかという、そのようなことのたとえとして使われたという意図をご説明になり

ました。 

 

質問者Ｍ 

 今、初等・中等教育のサイエンスを教育するということに対して、そのサポート体制の

中で少し抜けていることがあるのではないかという気がいたします。それは、次のセッシ

ョンでお話になることと非常にかかわっていることなのですが。昨年、私も北原先生とご

一緒にイギリスを訪問して、ロイヤル・ソサエティ・オブ・ケミストリー、あるいは、ロ

イヤル・ソサエティを拝見いたしました。後、イギリス物理学会、The Institute of Physics

のホームページ等をいろいろ詳しく見ると、イギリスの場合、そして、アメリカのフィジ

カル・ソサエティもかなり似た形をとっておりますけれども、学会が学校の教師に対して、

サイエンス、あるいはエンジニアリングの 先端を初等・中等教育の中で教える教材のよ

うなものを非常に丁寧な言葉で提供しておられる。 

残念ながら、わが国の場合は、学会というのがサイエンティストのためのソサエティで

あって、一般社会、あるいは非専門家に対するインフォメーションを提供するということ

にこれまで欠けていた。それは、今後、わが国での科学的リテラシー教育というものを考

えたとき、非常に重要な要素になるはずだ。このようなことを申し上げると、大学の教員

が初等・中等教育の教師に、さらに詳しいことを教えろと言っているように見えるわけで

すが、そればかりではなくて、私が申し上げたいのは、サイエンティストが、例えば、小

学生に話をするということは大学の教員にとっても非常に重要です。 

つまり、われわれが専門的に、日々、得ているいろいろな知識とか、技術とかというも

のを、一般社会の言葉で父兄の方、あるいは初等・中等教育の教師に分かりやすくお話す

るということは、われわれ自身のスキルとしても、これから重要な要素だというように思

う。そのようなポイントが私は大変重要だということをコメントさせていただきたかった。 

 

小倉 

 コメントということですが、ジョン・ホルマン先生からコメントがあるということです

のでお話いただきたいと思います。 

 

ホルマン 

 全くそのとおりです。英国では、ケミカル・ソサエティ、ロイヤル・ソサエティ・オブ・

ケミストリー、この学会ですけれども、非常に大きな支援を理科・科学の教師に与えてい

ます。アメリカでも同じように、カリキュラムの開発において、そのような学会のほうか



らの支援というのは厚いわけです。 

英国では、なぜ、そのようなことをするのか。ロイヤル・ソサエティ・オブ・ケミスト

リーというのは、大学、産業界、高校から会員になっているわけです。ですから、この学

会、アカデミックでありますけれども、産業界や高校、そのようなところからもこの学会

に参加しているということですから、そのようなわけで連携が保てるということです。そ

のためにも支援するということは学会にとっても利益になる。 

 

天野 

 私も先生のおっしゃるとおりだと思います。今回の、日本学術会議のこのような活動は、

学会側がむしろそのような姿勢を示したのだというように私どもは理解しております。し

たがって、もちろん、これから学術会議もいろいろ努力をされるでしょうけれども、私ど

もの科学技術振興機構としても、そのようなイナーシャーをこれからますます前へ進めら

れるように、いろいろ協力していきたいというように思っております。 

 

質問者Ｎ 

 日本の地方公共団体の中でどのようなことをやっているかという立場から少し意見を述

べたいと思います。 

先ほど、理想的な理科教員の在り方はどのようなものかという議論がありましたけれど

も、日本においても文部科学省から教師の理想像みたいな研修の体系というのが出ていま

す。その分野構成が、一つは教養にあふれた人格を持つことという分野です。教養という

分野です。２番目には、生徒に直接かかわる知識や技術をきちっと持っていること。３番

目の分野としては、生徒の活動を間接的に指導・サポートできる能力を持つことというよ

うに三つの分野で構成しているのです。 

今回、本日の議論で科学リテラシーをどう生徒に伝えるかということですので、主とし

て、私が挙げた２番目。教員としては直接生徒にどのような科学リテラシーを預けるかと

いうことで議論していますが、実は、小学校の教員には理科を専門としない先生もいっぱ

いいらっしゃいます。それらの方々にも科学リテラシーを持っていただくということは非

常に重要ではないかと思うのです。 

私のところで初任者研修をやったら、虫がこんなに嫌いな私に教えてもらった生徒はと

てもかわいそうというような感想を言った先生もいるのです。つまり、教職教養としての

科学リテラシーをどう授けるかということと、もうひとつは、学校経営の中が科学的に運

営されていないという部分がすごく多いのです。したがって、学校を経営する経営者にも

科学リテラシーをどう理解してもらうかという 1 番目と 3 番目の分野についても教師の在

り方のリテラシーとして、ぜひ、検討すべきではないかと思うのです。先生方、いかがお

考えでしょうか。 

 



小倉 

 特に小学校の教師は理科が専門でなくても理科を教えているわけです。その中で、教職

の教養、ベースとしての科学的リテラシーはどうあるべきかということ。管理職の方の科

学リテラシーというものをどう考えておられるかということですが。 

 

北原 

 そのような文部科学省からの三つの条件があるというのは知らなかったのですけれども、

その中に欠けているものがひとつあります。それは、ベーシックなことは知っていなけれ

ばいけないし、リテラシー、科学とはどうあるべきかということ、そのような知識は必要

だと思うのです。 

子どもの疑問に対して、その場面、場面で、ある対話をし、そして、ある考えるモデル

を提供できて、そして、対話をしていく。そのような形のレスポンシブというような言い

方になるかと思うのですが、そのような能力はいちばん必要ではないか。これは小学校の

教師だけではなくて、あらゆる場面で必要ではないか。PISA で対話がないという結果が出

ているわけです。そのようなことを考えると、日本の教師の資格として、われわれも含め

て、そのような力が必要ではないかと思うのです。 

 

質問者 O 

 数学は非常に抽象的な学問なのですけれども、それを教えるには、いろいろな科学的な

事実とかバックグラウンドを知らないと数学が入っていかない。今の日本のいちばん大き

な問題は、単なる学校で学ぶ知識というより、もっと子どものときの基本的な自然体験で

あるとか、工作体験であるとか、そのようなものが非常に貧困になってきているというこ

とが教育を難しくしているひとつの大きな原因ではないかというように考えているわけで

す。 

皆さんの国のほうでもそうした現象というものがあって、科学的リテラシーを考えると

き、あるいは教師教育、今、出ているような小学校の教師もそうしたことがバックにある

と思うのですけれども、そうしたことを意識されているのかどうか。 

 

小倉 

 日本では子どもたちの経験不足というのが非常に深刻に言われています。皆様のお国で

はいかがでしょうか。 

 

ホルマン 

非常に興味深いご質問だと思って拝聴しておりました。と言うのは、今、数学という観

点からおっしゃられたのですが、わが国では、小学校では非常に大きな力点を数学と言語

教育、その二つに置いているわけです。要するに、読み書きと算数。これが小学校で非常



に重視されています。 

特にそのような科目に対する知識とか、教育学的なスキル。小学校の教師は、算数に関

しましては非常に健全です。と言うのは、教師たちがしっかりとそのような教育を受けて

いるからです。科学に関しましては、残念ながらそうではないのです。また、理科に関し

てですけれども、コンテンツに関しても、まだ、まだ、不十分であるという問題がありま

す。算数と違うわけです。ですから、小学校での理科に関しましては、非常にそのような

面ではしっかり診断して検討しているところです。 

 

ウィリーツ 

サイエンスの教師は、高校におきましてもなかなか難しい問題があります。私の学校は

半分くらいしか、しっかりとしたサイエンスのバックグラウンドがある人が教えていない。

つまり、実際にサイエンスのバックグラウンドがない人が半数であるということなのです。 

 

ローリー 

カナダの場合は、イギリスとほとんど同じであります。私は、この質問の２番目のとこ

ろについて答えたいと思います。科学的リテラシーに関しまして、きちんとした研修が幼

稚園から中学生までのところまで行き渡っていなければ、ここのところでいつもギャップ

が生じると思います。つまり、科学的リテラシーをきちんと教師が理解していなければ、

そこのところの科学的リテラシーを開発するうえで、まだ、まだ、問題が残ると思います。 

 

 




