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私の本日の発表ですが、二つ

の部分に分かれております。最

初の部分は、2006 年 PISA 調

査でいろいろ見付かりました

重要な課題について申し上げ

ます。特に科学的リテラシーの

役割についてです。そして、二

つ目の部分でございますが、米

国を中心に結果についてお話

をしたいと思います。 

 

 

 

科学的リテラシーとは 

では、科学的リテラシーにつ

いてですが、科学的リテラシー

というのは一体何なのか。その

定義を PISA2006 でしようと

したわけです。2006 年 PISA

調査のいわゆる枠組みという

ものをつくり、その枠組みの中

で、科学的リテラシーの定義を

しました。 
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WHAT IS MEANT BY SCIENTIC LITERACY?

The purpose of scientific literacy is an 
understanding of science and its applications 
to social experience. Science has such  
prominent role in society that economic, 
political, and personal decisions cannot be 
made without some consideration of the 
science and technology involved.

____________
Paul DeHart Hurd (1958). “Science Literacy: Its Meaning 

for American Schools.” Educational Leadership
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定義の中には四つの項目が

入っております。 

一つは、疑問を認識して、実

際の知識を利用できるという

ことであります。つまり、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を

するということです。 

二つ目は、科学の特徴的な側

面を人間の知識と探究の一つの形態として理解するということ。 

そして、三つ目は、科学とテクノロジーがわれわれの物質的・知的・文化的環境をいか

に形づくっているかを認知すること。 

そして、最後に、思慮深い一市民として、科学的な考えを持ち、科学が関連する諸問題

に自ら進んでかかわること。このようなことを科学的リテラシーとして定義しております。 

重要なところは最初の点です。科学的な知識というのは、個人が持っている知識を実際

に利用するということです。二つ目は、科学的な特徴。つまり、科学する知識、科学する

ノウハウを分かっていくということであります。さまざまな科学的な証拠を使って説明で

きる能力であります。そのような証拠を使って議論できるということ。また、そのような

知識を使ってほかの人たちの意見もサポートできるということであります。 

もう一つは、文化的な面でも、知的な面でも、科学的リテラシーを向上させていかなけ

ればいけない。特に知的社会になっているわけですから、ここではそのような科学の知識

というものが必要であります。 

最後でありますけれども、いわゆる姿勢の問題、科学に対する興味の問題であります。

これが実際の生活に応用できるような、実生活で物事がどのように起きているのか探究す

るような姿勢であります。 

 

 

HOW IS SCIENTIFIC LITERACY DEFINED IN PISA 2006?

For purposes of PISA 2006, scientific literacy refers to four 
interrelated features that involve an individual’s:

• Scientific knowledge and use of that knowledge to identify 
questions, to acquire new knowledge, to explain scientific 
phenomenon, to draw evidence-based conclusions about 
science-related issues;

• Understanding of the characteristic features of science as a 
form of human knowledge and enquiry;

• Awareness of how science and technology shape our material, 
intellectual, and cultural environments; and

• Willingness to engage in science-related issues, and with the 
ideas of science, as a constructive, concerned, and reflective 
citizen (OECD, 2006).
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2006 年 PISA 調査における科学的リテラシーの測定 

2006 年 PISA 調査で、どの

ようにしてこのような調査を

したかということであります

が、15 歳の人たちを調査対象

として、資源とか、環境とか、

災害とか、科学とテクノロジー

のフロンティアとか、健康に関

連する問題をつくっていきま

した。 

 

 

 

枠組み 

ここにチャートがあります

が、どのような状況で科学がか

かわっているかを、まず、先に

考えました。例えば、気候変動

に関しますと経済的な視点で

見た場合、政治的な視点から見

た場合で、それぞれ違うのです。

加えて、気候変動を科学的な視

点から見ることもあります。こ

のように、私たちの実生活に出

てくるさまざまな問題を科学

的な視点から見るということが私たちの科学的リテラシーの目的であります。 

また、探究する、論理的に科学的な説明を展開するということが大事ですけれども、科

学的な問題に対して個人がどのような態度で反応を示すか。彼らの興味は何なのか。そし

て、科学的な探究が行われることに対して生徒たちがどの程度、支持、支援しているのか。

また、自然界に行って実際に見るというような興味があるのか。そのようなものを全部考

慮して、2006 年の PISA の調査問題がつくられました。 

 

 

HOW WAS SCIENTIFIC LITERACY ASSESSED IN PISA 2006?

Answering several questions helped organize the 
assessments.

• What CONTEXTS would be appropriate for assessing 
15-year olds?

• What COMPETENCIES would be appropriate for 15-
year olds?

• What KNOWLEDGE would be appropriate for assessing 
15-year olds?

• What ATTITUDES would be appropriate for assessing 
15-year olds?
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International Perspectives

The PISA 2006 Framework for Scientific Literacy

Life situations that 
involve science and 

technology.

•Identify scientific issues

•Apply scientific knowledge 
to describe, explain, and 
predict scientific 
phenomena; and

•Use scientific evidence to 
make and communicate 
decisions

What you know:

•About the natural world; 
and

•About science itself (i.e., 
about its methods of 
enquiry, and forms of 
reasoning).

How you respond to 
science issues (interest, 
support for scientific 
enquiry, responsibility)

Context

Competencies

Knowledge

Attitudes

Require you to:
How you do so 

is influenced by:
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状況 

問題として取り上げられた

話題は、健康・自然・天然資源・

環境的な資質・災害・科学技術

のフロンティアなどで、個人的

な問題、社会的な問題、そして、

地球規模での問題が各項目に

関係しております。 

 

 

 

 

 

科学的能力 

このような問題はどのよう

に学校のカリキュラムに当て

はまるかということが大切で

す。基本的な能力として、先ほ

ど申しましたように科学的な

疑問を認識したり、現象を科学

的に説明したり、科学的な証拠

を使って説明していくこと、こ

のような能力が教育ではいち

ばん重要なところになり、それ

によって科学的リテラシーを

発展させることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISA 2006 SCIENTIFIC CONTEXTS
Personal Social Global

Health maintenance of health,
prevention of accidents,
nutrition

control of disease, social
transmission, food choices,

community health

management of epidemics,
spread of infectious

diseases

Natural resources personal consumption of 
materials and energy

maintenance of human 
populations, quality of life, 
security, production and 
distribution of food, energy 
supply

renewable and non-renewable, 
natural systems, population 
growth, sustainable use of 

species

Environmental quality environmentally friendly 
behavior, use and disposal of 
materials

population distribution, disposal 
of waste, environmental impact, 
local weather

biodiversity, ecological 
sustainability, control of 

pollution, production and loss 
of soil

Hazards natural and human-induced risks, 
decisions about housing

rapid changes [earthquakes, 
severe weather], slow and 
progressive changes [coastal 
erosion, sedimentation], risk 
assessment

climate change, impact of 
modern warfare

Frontiers of science and 
technology

interest in science’s explanations 
of natural phenomena, science-
based hobbies, sport and leisure, 
music and personal technology

new materials, devices and 
processes, genetic modification, 
weapons technology, transport

extinction of species, 
exploration of space, origin 
and structure of the universe
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PISA 2006 SCIENTIFIC COMPETENCIES
Identifying scientific issues
 Recognizing issues that are possible to investigate scientifically
 Identifying keywords to search for scientific information
 Recognizing the key features of a scientific investigation

Explaining phenomena scientifically
 Applying knowledge of science in a given situation
 Describing or interpreting phenomena scientifically and predicting changes
 Identifying appropriate descriptions, explanations, and predictions

Using scientific evidence
 Interpreting scientific evidence and making and communicating conclusions
 Identifying the assumptions, evidence and reasoning behind conclusions
 Reflecting on the societal implications of science and technological developments
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PISA 2006 KNOWLEDGE OF SCIENCE

• Physical Systems

• Living Systems

• Earth and Space Systems

• Technology Systems
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科学的知識 

科学に関する知識ですが、

2006 年 PISA 調査におきまし

て、主に二つを考えました。ま

ず、科学的な探究を理解する力

です。これには、経験、データ

の影響・特性、科学的な説明を

どうつくるかということも大

切です。そして、科学的に説明

する力です。これには、ルール、

科学する際の決まりも関係し

てまいります。例えば、証拠に

基づいて論理的に整合性を持

って考えていくことです。結果

として、新しい知識、新しい方

法、新しいテクニックというも

のが出てくるわけであります。 

 

科学的態度 

科学に対する態度を判定す

るに当たり、最初に、科学に対

する興味に関して、一般的な質

問をしました。つまり、興味が

あるかどうかということを聞

いたわけです。二つ目は、もう

少し特化したのですけれども、科学的な探究や調査というものを支持するかどうかという

こと。三つ目は、特定の状況においてリソース、つまり、資源とか、環境に対して責任を

持って当たっているかということを聞いたわけです。 

  

 

 

 

 

 

 

PISA 2006 KNOWLEDGE ABOUT SCIENCE
Scientific inquiry
 Origin (curiosity scientific questions)
 Purpose (e.g. to produce evidence that helps answer scientific questions, current 

ideas/models/theories guide inquiries)
 Experiments (e.g. different questions suggest different scientific investigations, design)
 Data (e.g. quantitative [measurements], qualitative [observations])
 Measurement (e.g. inherent uncertainty, replicability, variation, accuracy/precision in 

equipment and procedures)
 Characteristics of results (e.g. empirical, tentative, testable, falsifiable, self-correcting)

Scientific explanations
 Types (e.g. hypothesis, theory, model, scientific law)
 Formation (e.g. existing knowledge and new evidence, creativity and imagination, logic)
 Rules (e.g. logically consistent, based on evidence, based on historical and current 

knowledge)
 Outcomes (e.g. new knowledge, new methods, new technologies, new investigations)
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PISA 2006 ASSESSMENT OF ATTITUDES TOWARD SCIENCE

Interest in science
 Indicate curiosity in science and science-related issues and endeavors
 Demonstrate willingness to acquire additional scientific knowledge and skills, using a variety 

of resources and methods
 Demonstrate willingness to seek information and have an ongoing interest in science, 

including consideration of science-related careers

Support for scientific inquiry
 Acknowledge the importance of considering different scientific perspectives and arguments
 Support the use of factual information and rational explanations
 Express the need for logical and careful processes in drawing conclusions

Responsibility toward resources and environments
 Show a sense of personal responsibility for maintaining a sustainable environment
 Demonstrate awareness of the environmental consequences of individual actions
 Demonstrate willingness to take the action to maintain natural resources
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調査結果 

PISA 調査の結果は次のよう

になっております。まず、いち

ばん上のレベルですが、平均

500 点に対して、700 点くらい

になっております。OECD 全

体の国々の生徒の 1.3％がそこ

に当たります。その次のレベル

は 9％ということになります。

この二つの上位のレベルです

けれども、例えば、ノーベル賞

受賞者です。当然、科学に興味

があって、非常に関心もあると

いう形の方々なのです。 

 将来、そのような技術者・科

学者になるには上のトップの

レベルの二つには入っていな

いといけないというように私

は思います。 

真ん中のレベル。これは 3

と 4 なのですけれども、ここで

は大体 30％の生徒の方がレベ

ル 4 に当たります。50％ちょ

っと超える生徒がレベル 3 に

当てはまるということです。レ

ベル 3 が大体 PISA の平均点、

500 点に近い水準です。それよ

りも低いレベルに関しまして

は、80.8％の生徒がレベル 2 以

上を達成したということです。 

 

 

 

SUMMARY DESCRIPTIONS FOR THE SIX LEVELS OF PROFICIENCY ON THE COMBINED 
SCIENCE SCALE

Level What students can typically do at each level Lower 
Score Limit

Percentage of all
students across 

OECD
who can perform 

tasks at 
each level or 

above

6 At Level 6, students can consistently identify, explain and apply scientific 
knowledge and knowledge about science in a variety of complex life situations. 
They can link different information sources and explanations and use evidence 
from those sources to justify decisions. They clearly and consistently 
demonstrate advanced scientific thinking and reasoning, and they use their 
scientific understanding in support of solutions to unfamiliar scientific and 
technological situations. Students at this level can use scientific knowledge 
and develop arguments in support of recommendations and decisions that 
center on personal, social, or global situations. 707.9

1.3%

5 At level 5, students can identify the scientific components of many complex 
life situations, apply both scientific concepts and knowledge about science to 
these situations, and can compare, select and evaluate appropriate scientific 
evidence for responding to life situations. Students at this level can use well-
developed inquiry abilities, link knowledge appropriately and bring critical 
insights to these situations. They can construct evidence-based explanations 
and arguments based on their critical analysis. 633.3

9.0%
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SUMMARY DESCRIPTIONS FOR THE SIX LEVELS OF PROFICIENCY ON THE COMBINED SCIENCE SCALE (continued)

4 At Level 4, students can work effectively with situations and issues that 
may involve explicit phenomena requiring them to make 
inferences about the role of science and technology. They can 
select and integrate explanations from different disciplines of 
science or technology and link those explanations directly to 
aspects of life situations. Students at this level can reflect on their 
actions and they can communicate decisions using scientific 
knowledge and evidence.

558.7

29.3%

3 At Level 3, students can identify clearly described scientific issues in a 
range of contexts. They can select facts and knowledge to explain 
phenomena and apply simple models or inquiry strategies. 
Students at this level can interpret and use scientific concepts from 
different disciplines and can apply them directly. They can develop 
short statements using facts and make decisions based on scientific 
knowledge.

484.1

56.7%
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SUMMARY DESCRIPTIONS FOR THE SIX LEVELS OF PROFICIENCY ON THE COMBINED SCIENCE 
SCALE (continued)

2 At Level 2, students have adequate scientific knowledge to 
provide possible explanations in familiar contexts or draw 
conclusions based on simple investigations. They are 
capable of direct reasoning and making literal 
interpretations of the results of scientific inquiry or 
technological problem solving.

409.5

80.8%

1 At Level 1, students have such a limited scientific knowledge 
that it can only be applied to a few, familiar situations. They 
can present scientific explanations that are obvious and 
follow explicitly from given evidence.

334.9

94.8%

Below Level 1 5.2%
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PISA2006 における科学的リテラシーの特徴 

PISA の枠組みでの定義に基

づきまして測定をしたわけで

すが、科学的なリテラシーにつ

いては、現在のほかの科学教育

の文献の概念と非常によく整

合しているわけです。しかし、

この科学的リテラシーは、実は、

多くの学校の理科の授業で行

っているものと非常に異なっ

ているものであります。特にア

メリカにおきましては非常に

大きな問題になっていて、多く

の変化・変更が必要と思われます。例えば、科学の話をする場合、次に何を強調すべきか

ということになると、化学とか、物理学とか、地学とかどれをやるかという形の話にすぐ

になってしまうわけです。 

科学的なリテラシーというのは、どのような能力を持って科学的な疑問を認識するのか、

現象を科学的に説明するのか、証拠を使って、それをうまく議論立て、自分で出した結論

をうまく説明するというところが PISA の考え方です。そのようにすると、伝統的な考え方

とは非常に違うわけです。つまり、学校の科学教育で強調している点とは非常に違ってい

るということです。ですから、私が重要だと思いますのは、生徒に科学的なリテラシーを

持たせたいとした場合、今、申していました、リテラシーというものを形づくるような知

識・技能を育てる必要があります。それは、それぞれの個別の分野に直接結び付くもので

はないということを強調したいと思います。 

 

アメリカ合衆国の結果からの知見・課題 

では、アメリカ合衆国での結果から得られた知見、並びに課題は何かということをお話

したいと思います。大事なところは、その点数よりも、むしろその後の勧告内容です。何

をすべきかということ。より高い科学的なリテラシーを達成するにはどうしたらいいかと

いうところを主に考えていただく必要があると思います。 
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アメリカ合衆国の平均点は

489 点でした。OECD から 30

か国、非 OECD からは 27 か

国の 57 か国が PISA2006 に参

加したわけですけれども、アメ

リカ合衆国が OECD 内で 20

番に位置したわけです。また、

6 つの非 OECD の国々の点数

は明らかにアメリカよりも高

かったわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、習熟レベルの話をした

いと思います。アメリカ合衆国

の生徒は、習熟レベルの高い 5

及び 6 では OECD の国々と同

じ割合の生徒がそこに当ては

まりました。つまり、9％の生

徒がレベル 5～6 の達成度を示

したわけです。 

しかしながら、他の国々はレ

ベル 5 と 6 に関しまして、もっ

と高いパフォーマンスを示し

 

HOW DID U. S. STUDENTS DO ON PISA 2006?

• U. S.  average score – 489
(OECD average score was 500)

• 57 Countries participated in PISA 2006

(30 OECD countries and 27 non-OECD countries)

• 16 OECD countries were measurably higher than the 
U.S. 

• 20 OECD countries ranked higher than the U.S.
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COMBINED SCIENCE SCALE FOR SIX LEVELS OF PROFICIENCY

U. S. STUDENTS AT HIGHER LEVELS OF PROFICIENCY
• For levels 5 and 6 U. S. has the same percentage as the OECD 

– 9.0%
• However, other countries have much higher percentages at 

levels 5 and 6 – Finland (20.9%), New Zealand (17.6%), Japan 
(15.1%)

U. S. STUDENTS AT LOWER LEVELS OF PROFICIENCY
• The U. S. had 24.5% of students below the baseline, level 2
• About one quarter of U. S. students do not demonstrate 

competencies that will allow them to productively engage in 
science and technology related to life situations.
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ています。フィンランドでは、

20.9％の生徒がレベル 5 及び 6

でありました。ニュージーラン

ドが 17.6％、日本は 15.1％の

生徒がそのレベルにあったわ

けです。 

では、低いレベルの生徒はど

うでしょうか。アメリカに関し

ましては 24.5％。ほぼ 4 分の 1

の生徒がいわゆるベースライ

ン以下、レベル 2 に達していな

かったわけです。つまり、4 分

の 1 の生徒が、いわゆる日常生

活状況にかかわってくる科学

や技術に対して、生産的にかか

わることができない。15 歳の

彼らが、将来の市民層を形成す

るわけですけれども、4 分の 1

の生徒がそのような能力がな

いことが示されたわけです。非

常に大きな問題と言わざるを

得ません。 

少なくとも、アメリカにおき

ましては、社会・経済的な統計

を見ますと、この生徒たちは社

会・経済的なレベルと非常に大

きな相関関係があります。アメ

リカ合衆国の議会関係者、例え

ば、次期大統領の方も含めまし

て考えていますのは、現在の法

案は、つまり、だれも成績の悪

い子どもたち、おちこぼれを出

さないという法案 (No Child 

Left Behind 法)を出している

わけですけれども、この結果を

見たとき、本当におちこぼれが
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• For the highest levels, 5 and 6, U. S. students 
achievement was comparable to the OECD average, 
9.3% (U.S) and 9.7% (OECD)

• Below the baseline (level 2), the U. S. had 21.6%
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ないようにするということ、平

等性を強調する、というところ

は非常に大きな課題になって

います。 

三つの能力の習熟度を見て

いきます。科学的な疑問を認識

する能力ですが、レベル 5 と 6

については 9.7％で OECD の

全体の状況と同じでした。また、

レベル 2 以下のベースライン

については 21.6％の生徒たち

がいました。また、現象を科学

的に説明する能力ということ

ですけれども、アメリカの

11.8％に対して、OECD 11.6％

ということです。しかし、米国

のベースライン以下の生徒の

割合は 26.3％です。 

そして、科学的な証拠を用い

る能力ということですけれど

も、約 20％の生徒はベースラ

イン以下でした。レベル 5 と 6

につては、OECD の平均値は

14.2％で、米国は 13.7％ですの

で、OECD より低かったとい

うことになります。 

PISA調査における各国に対

する米国の相対的地位は、３回

の調査を通して下落しました。

2000 年は 14 位、2003 年は 19

位、2006 年は 21 位でありま

した。参加国が多くなりました

ので、そのために順位が下がっ

たということも考えられます

が、それにもまして 21 位であ

りますから、これは実際に大き

 

U.S. STUDENTS AND USING SCIENTIFIC EVIDENCE

• 13.7% of U.S. students achieved at the top levels on 
this proficiency. However, this was lower than the 
OECD average (14.2%).

• Approximately 20% of U.S. students were below the 
baseline on this proficiency.
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OTHER INSIGHTS ABOUT THE U.S.: HISTORICAL RANKING

• The relative standing of the U.S. in PISA-SCIENCE has declined 
across the three assessments.

YEAR RANK
2000 14

2003                                      19

2006                                       21
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• Boys did better on:
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• Identifying scientific issues
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な問題であります。 

そのほか、男子と女子の間で

も成績のうえで差異が出てい

ます。米国におきましては、男

子のほうが「現象を科学的に説

明する」ということと、「科学

の知識」については女子よりも

成績が良かったということで

あります。これはあまり驚く現

象ではありませんでした。女性

は、「科学的な疑問を認識する」

ということ、「科学的な証拠を

使うこと」、「科学することに関する知識」、そのような面においては男子よりも良かったと

いうことであります。 

態度に関してですけれども、生徒は一般に、社会的な目的のために科学を重視している

けれども、自分にとってはそれほど重視していないということです。また、一部の生徒だ

けが、科学を自分のキャリアにしていきたいと思っているということであります。 

 

改革へ向けて 

BSCS (Biological Science 

Curriculum Study)というと

ころで、さまざまな論文、ビ

ジネスやさまざまな業界のレ

ポートを分析しました。 

そこでは、世界の中での競争

力を維持しなければいけない。

そして、21 世紀に向けて労働

力を強化しなければいけない

という意見が多く見られまし

た。 

私たちは、これから科学を

21 世紀に合うようにしていくという義務だけではなく、さまざまな責任もあります。例え

ば、実験室だとか、生徒のサークル活動だとか、さまざまな仕事だとか、さまざまな状況

の中で、どのように生徒たちが批判的な見方・論理を実際に育んでいくか。そして、どの

ようなところでそのようなことを学んでいくか。視覚的な説明を使って議論に参加してい

くか。 

 

OTHER INSIGHTS ABOUT THE U.S.: ATTITUDES

• Students generally value science for social 
purposes.

• Students see less value of science when it 
concerns them.

• A minority of students report interest in a 
scientific career.
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そこで、私たちはひとつのグループをつくり、数日間、さまざまなレポートを分析しま

して、どのように課題に対応していったらいいのかを議論しました。ここのリストはその

まとめです。私たちに何ができるのか。つまり、科学的リテラシーを育むために私たちに

は何ができるのか。米国で何ができるか。と言うことです。 

まず、最初は、科学教育の主

要な目標として科学的リテラ

シーを育まなければいけない

ということを強調いたします。

ここには、科学の知識、科学す

ることに関する知識も含まれ

ます。その中でも、特に実生活

におきまして自分の知識をど

のようにして応用していくか

ということがひとつの中心点

であります。 

二つ目は、科学的リテラシー

のために新しいカリキュラムを開発しなければいけないということであります。つまり、

先生たちがどのようなことをしなければいけないか。学生たちのやり取りを理解するだけ

ではなく、どのようにして授業の中でそのカリキュラムを先生たちが実際に実行していく

か。また、生徒たちとコミュニケーションしていくか。いわゆる教育カリキュラムという

のを開発していくわけです。 

もう一つは、理科教師の専門的能力の開発を支援しなければいけません。実際に授業で

の教え方にも影響していけるような能力を育まなければいけません。 

さらには、先生の認証・認可・認定を、科学的リテラシーを優先事項にしたものとしま

す。 

また、学校区レベルで科学的リテラシーを育成するプログラムへと改善していく能力を

高めていかなければなりません。特に、学校区レベルということが大事であります。つま

り、継続的に生徒たちの科学的リテラシーを向上できるようなプログラムをつくって学校

区レベルで展開していくということです。 

最後は、国民に対して、科学的リテラシーを向上するのがどれほど重要なことなのか、

子どもにとってだけではなく、国にとって、社会にとって、どれほど重要なのかを説明し

ていかなければいけません。科学的リテラシーを向上させることによって、あなた方の子

ども、そして、私たちの社会にとって、いわゆる大きな利益になるということ、一人の社

会人として意思決定をするときにも、この科学的リテラシーを持っていることで非常に役

に立つということ、自然を利用するとき、環境問題について対応するときにも、この科学

的リテラシーの向上が役に立つということを国民に説明しなければなりません。これは大
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for scientific literacy.
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変重要なことであります。 

いわゆる学校の科学教育プ

ログラムを改善するためには、

かなりの年数がかかります。科

学的リテラシーを向上すると

いうことには多くのエネルギ

ーと時間がかかります。調査だ

けでなく、新しい世代に向けた

教材も準備しなければなりま

せん。また、教師たちも専門的

な教育を受けなければなりま

せん。そして、一般国民に説明

しなければなりません。私たち

の 21 世紀に向けた、その労働力に関するビジネスから集まった数多くのレポートを分析し

て、これらのことを私たちは結論しました。 

繰り返しになりますが、科学的な疑問を認識し、科学的な知識を実生活に応用できると

いうことが、科学的リテラシーを向上するうえでとても重要です。そのためには、個人が

技術的な知識や科学的な知識を持って、それに自信を持つことであります。そのようにす

ることによって、自分たちが社会人になった時、自分の仕事場で自信を持てるわけです。 

また、ほかの文化の人たち、ほかの言語を使う人たちを理解できるような、そのような

技能も大事であります。いわゆる基本的なスキルです。基本的な読解力、書く能力、数学

する能力というものも育んでいけなければなりません。 

では、それを実際に実現する

ためにはどのようにしたらい

いのでしょうか。私たちの教育

システムの中で、さまざまに改

良しなければなりません。私は、

先生たちに対して科学的リテ

ラシーに特に重きを置いた認

定を与えるといった教育シス

テムを築き上げたらいいと思

います。そして、学校区レベル

で生徒の科学的リテラシーを

向上するプログラムを展開し

て取り組む必要があります。 

また、カリキュラムの教材も新しい世代に合わせて、開発しなければなりません。その
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カリキュラムに基づきまして、教育評価を新しくしなければなりません。そのような教育

評価も含めて、教員がさまざまな領域の研修を受け、専門知識を得なければいけません。 

さらに、その変革の目的は何かということですけれども、これは中核的なものを目指す

わけです。アメリカ合衆国におきましては幾つもの考え方、どのように教育を伸ばしてい

くかということの議論は出ているわけですが、ほとんどの場合、周辺的なことに焦点が当

たっています。 

そして重要な変革は、教員、指導法、指導内容、カリキュラム、そして、教育評価と説

明責任です。これは何十年もかかる変更・変化になってくるわけです。教育を見ていく際、

どうも短期的に見ていきがちです。新しいカリキュラムを見たときには違った評価方法を

したりして、それによって短期的には物事が解決することで、それで良しとしてしまいま

す。 

合衆国また、世界もそうなのですけれども、重要な変革、教育における大きな変革と言

えばスプートニックです。1957 年にスプートニック・ショックがあったわけです。そして、

その後、大きな教育変革が 40 年も起きたわけです。ですから、そのような意味で、10 年単

位で見ていくことが非常に大事になります。10 年というのは合理的な枠組みではないかと

思います。国民にも中身を理解していただき、どれだけ時間がかかるのかということを理

解していただく必要があります。スピードを速めていく必要は当然あるわけですけれども、

これは政治的な意思と、経済的なインセンティブにもかかわってくる問題であります。 

この 10 年間というのはどのような要素を呈しているかいうことですけれども、2 年間く

らいが、この改革を開始する時

期であると思います。それから

6 年間かけて、さらに展開して

いくことです。合衆国におきま

しては素晴らしいいろいろな

いい考えがいっぱい出てきま

す。ただ、難しいのは、このよ

うな改革の考え方が、実際に大

きく実を結ぶという例はなか

なか見当たりません。しかしわ

れわれは教育システムの中で

それをやっていかないといけ

ないわけです。 

その後は、学校区に関する能力を高めます。つまり、地域において、学校区において、2

年間改革を続けていく必要があると思います。 

そして、このような改革を評価して、個々の方たちに対しフィードバックをして、さら

に発展させるという形で、全体で 10 年かかると私は見ております。 
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先ほど申しましたように、改革に関して、目的の理解、政策、プログラム、実践を正し

く理解することが大事です。 

目的ですけれども、これはより高い科学的なリテラシーを達成したいというように考え

るわけです。このような形で目的を述べた場合、皆さん、ほとんどそうだという形で賛成

の意見を示す。実際には反対する人はほとんどいません。ですから、そのような意味で、

目的に対しまして、アイディアとしてはいい。合意は得られるわけです。ただ、弱いとこ

ろは、実際の個人の分野において何をすべきか、教員は何をすべきか、小学校では何を実

際にするのかというところが見えないというところがあります。つまり、教員自身が大き

な目的、大目標があってもいいのですけれども、それをどのようにするのかというのは見

えません。ですから、例えば、小学校の３年生ではどのような意味なのか、もしくは高校

の生物の授業で実際にどうすればいいかということの質問につながってしまうわけです。 

重要なところは、目的を述べた中で、それを政策に生かしていくことが大事です。教育

省、文部大臣、後、各州の教育省部門のほうで目的というものを政策プログラム、プラン

に変えていく必要があります。例えば、教員の資格認定組織と言ったときには、教員に対

して、引き続き、教員としての教育を続けさせるにはどのような予算を組むのか。どのよ

うにシステム全体を通してやっていくのかということを実際に検討する必要があります。 

その次に、実際のプログラムはどうなのか。教材です。実際に高校に行って先生方に話

をするとき、そして、学校に行って科学的なリテラシーを教える場合、どのようなものを

実際には使ってやっていくのかということです。それから、カリキュラムの開発者とか、

テキスト、教科書の販売者、出版社に関しまして、本の中にどのように実現していくのか

ということ。実際に何をどうすれば、生徒たちに科学的リテラシーが身に付くのかという

こと。非常に大事です。 

昨日、東京の国立科学博物館に訪問したのですけれども、ここに素晴らしい例がありま

した。ひとつのプログラムで、少年・少女たちが展示物を見て行き、それを実際に使って

経験しているわけです。触ったり、見たりという形でプログラムが実現されているわけで

す。科学的リテラシーを話すのはいいのですが、実際にそれが理解でき、かつ、それを実

際に使って運用できなければいけないわけです。 

そして、実際の実践です。個人、博物館にいるボランティアの人たち、教員、大学の教

授が、実際にどのような実践をするかということです。つまり、博物館に来た子ども、生

徒たちと対応するとき、もしくはクラス、教室でどのように対応するかというところが具

体的な問題になってきます。 

目的は非常にアブストラクトと言いますか、抽象的でありまして、実際、どのように実

践につなげていくかというところが見えない部分があります。ですから、それを実際的な

形のものにつなげるのが政策になります。プログラムになると、もう少し現実的なものに

なります。個々の状況に応じてやっていく必要があります。例えば、科学博物館ですけれ

ど、そこでそれぞれボランティアの方がどのような形で生徒たちと対応するか、付き合っ



ていくか。教室で 20～30 人の生徒たち、もしくは博物館に来る子どもたちにどう対応する

か。それぞれ個々の具体的な状況によって違います。その先生なり、ボランティアの方の

能力とか、経験、いろいろな生徒との対応の仕方や生徒とのやり取りです。それぞれの経

験によって違うわけです。 

私のほうで 4 つの P という

ものをここで提案しました。目

的(Purpose)、政策(Policies)、

プログラム(Programs)、実践

(Practices)です。そして、この

ような形で掲げた目的をいか

に実際の形にしていくかとい

うことになります。1～2 年く

らいかかります。1 年くらいか

けてグループの方で議論して、

それを報告・公表するという形

になります。これは、大体、時

間的に 1 年くらいかかるわけ

です。 

新しい政策。これにつきまし

ては、少し長くかかります。い

ろいろ考慮したり、いろいろな

考えをまとめて、最終的に出版

してレポートを出すというこ

と。これは先ほど文部科学省の

審議官の方からお話があった

わけです。3～4 年はかかるわ

けです。 

では、新しいタイプのカリキ

ュラムですけれども、これは 3～6 年かかります。教材を設計してつくったり、実際に試し

てみたりして、実際に生徒に当てはめてどう反応するかというところも踏まえてやってい

く必要があります。 

さらに、実際の実践を変えていくにはどのくらいかかるかということです。つまり、全

体の変革をいかに達成するかというところですけれども、これは、最終的には教室で実際

に先生たちの中で変革を見ないといけないので、10 年は最低かかると思います。 

 

Types of Reforms in Science Education

Purpose
Purpose includes aims, goals, and rationale. Statements of purpose are universal and 
abstract, and apply to all concerned with reforming science education. Preparing the 
21st century workforce is an overreaching educational purpose. Achieving scientific 
literacy is a purpose statement for science education.

Policies
Policies are more specific statements of standards, benchmarks, state frameworks, 
school syllabi, and curriculum designs based on the stated purpose. Policy statements 
are concrete translations of the purpose and apply to subsystems such as curricula, 
instruction, assessment, teacher education, and grade levels within science education. 
Specification of the knowledge, skills, and attitudes required to improve scientific 
literacy in all grades is an example of policy. 

Programs
Programs are the actual materials, textbooks, software, and equipment that are based 
on policies and developed to achieve the stated purpose. Programs are unique to grade 
levels, disciplines, and types of science education. Curriculum materials for K-12 
scientific literacy and a teacher education program are two examples of programs.

Practices
Practices describe the specific actions of the science educators. Practice represents the 
unique and fundamental dimension, and it is based on educators’ understanding of the 
purpose, objectives, curriculum, school, students, and their strengths as a teacher.
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THE DIMENSIONS OF REFORMING TECHNOLOGY EDUCATION

TABLE 1

Educational 
Perspective 

Time
How long it takes 
for change

Scale
Number of 
individuals 
involved 

Space 
Scope and location of 
the change activity 

Duration
How long 
innovation stays 
once change has 
occurred 

Materials
Actual products of the 
activity

Agreement
Difficulty reaching agreement 
among participants

Purpose
- Reforming 

goals
- Establishing 

priorities
for goals 

1-2 Years
To publish 
document 

Hundreds
Educators who 
write about aims 
and goals of 
education 

National/Global
Publications and 
reports are 
disseminated widely

Year
New problems, 
new goals, and 
priorities 
proposed

Articles/Reports
Relatively short 
publications, reports, and 
articles 

Easy
Small number of reviewers and 
referees

Policy
- Establishing 
design 
criteria for 
programs

- Identifying 
criteria for  
instruction

3-4 Years
To develop 
frameworks and 
legislation

Thousands
Policy analysts, 
legislators, 
supervisors, and 
reviewers

National/State
Policies focus on 
specific areas

Several Years
Once in place, 
policies not 
easily changed

Book/Monograph
Longer statements of 
rationale, content, and 
other aspects of reform

Difficult
Political negotiations, trade-offs, 
and revisions

Program
- Developing

materials or
adopting a
program

- Implementing
the program

3-6 Years
To develop a 
complete 
educational program 

Tens of Thousands
Developers, 
teachers, students, 
publishers, software 
developers

Local/School
Adoption committees

Decades
Programs, once 
developed or 
adopted, for 
extended periods

Books/Courseware
Usually several books 
for students and teachers 

Very Difficult
Many factions, barriers, 
requirements

Practices
- Changing 
teaching 
strategies

- Adapting 
materials

7-10 Years
To complete 
implementation and 
staff development 

Millions
School personnel, 
public

Classrooms
Individual teachers

Several Decades
Individual 
practices for a 
professional 
lifetime

Complete System
Books plus materials, 
equipment, and support

Extraordinarily
Difficult
Unique needs, practices, and 
beliefs of individuals, schools, 
and communities
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合意に到達することが、なか

なか難しい場合があります。目

的を定めるところにつきまし

ては比較的易しいわけです。文

章・文献等を書いて判断してい

ただくわけですけれども、3～

4 名の方にいろいろ見ていた

だいて、その結果、OK になっ

て、出版・発表するのです。合

意の形成はあまり難しくあり

ません。政策は少し難しい。政

局もありますし、優先順位も違

いますし、政策の場合は少し難しい場合もあります。ただ、そうは言っても、それなりに

できるわけです。ただ、プログラムに関しましては非常に難しいと思われます。 

そして、教室、クラスでの先生方の実践を変えていく。これは非常に難しいわけであり

ます。この変更・変革という話をするのは簡単ではありますけれども、実際には、今、話

しましたようにこの四つの P のことを話していって実際に実践を変えていくのは、どこで

どうなれば大きく変わっていくのかというところが非常に難しいわけです。非常にコスト

もかかるわけですし、時間も、お金も、すべてかかってくるわけであります。 

ただ、その結果、生徒に対しますベネフィットは非常に大きいわけです。つまり、社会

に対します利益は非常に高いということが言えると思います。そのような意味で、われわ

れはこの点を念頭において進めていく必要があります。 

 

質疑 

 

質問者Ａ 

 アメリカの PISA の分析についてなのですけれども、どうして、科学技術立国、世界をリ

ードするアメリカのPISAの中で科学的リテラシーの評価が非常にボトムな部分が 4分の 1

もあるというような、その原因をいちばん知りたい。 

 

バイビー 

 私は、その理由といたしましては、5～6 のレベルの到達度、パーセントは非常に少ない

のですけれども、その高成績者の方が、いわゆるアメリカにおける科学や技術の進展なり、

変化・革新に貢献しているということです。後は、何十年もの間にほかの国々から移民が

来まして、それによっていろいろな分野等において先進的な活動成果をアメリカで上げて

いただいております。ですから、私は、あまり大きくは懸念していません。ただ、科学者

 

DIFFICULTIES OF REFORMING TECHNOLOGY EDUCATION

Perspectives Risk to Individual School 
Personnel

Cost to School in 
Financial 

Terms 

Constraints Against Reform 
for School

Responsibility of 
School 

Personnel for 
Reform 

Benefits to School 
Personnel and 

Students

Purpose
- Reforming  Goals
- Establishing
priorities for   
goals

Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal

Policy 
- Establishing 

design criteria
- Identifying 
criteria for 
instruction 

- Developing 
frame work for  
curriculum and 
instruction 

Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Program 
- Developing     
materials or
adopting a
program

- Implementing the 
program

High High High High High

Practices
- Changing

teaching 
strategies

- Adapting
materials to
unique needs of   
schools and 
students 

Extremely High Extremely High Extremely High Extremely High Extremely High
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とか、エンジニアになりたいという生徒には、当然、学校において、プログラムは必要で

す。心配しますのは、達成度の低いレベルの生徒。彼らのほうが、当然、21 世紀の世界の

労働力になるわけです。そのような人たちがいかに達成度を上げてくれるかというところ

が私のいちばんの懸念です。 

 

質問者Ｂ 

 科学的リテラシーを育成するために科学教師の専門的能力の開発を支援するとあります

が、どのようなポイントが専門的能力として必要だと思われますか。 

 

バイビー 

 最初、いわゆる PISA2006 の言葉を引用して申し上げますけれども、科学の知識、科学

の基本的な概念が必要です。エネルギーだとか、バイオロジーだとか、進化だとか、遺伝

子のようなことを、まず知らなければいけません。そして、小学校の教師もこのような知

識がなければなりません。それと関連して、もっと深いレベルでの理解、つまり、科学を

探究するという手段としての科学を理解する必要があります。どのようにして科学をして

いくかという知識を身に付けなければいけません。これまでの歴史で私たちが見た、さま

ざまな科学的な調査方法も先生が身に付ける必要があります。 

そして、もうひとつ、将来の先生たちにとって重要なのは、教材とともにいわゆるデモ

ンストレーションという形を使い、先生たちがそれをどのように実際に教えていくのかと

いうことです。実際的なやり方を、授業中に使えるようにするような研修であります。 

もうひとつ、人間というものがどのような過程、流れで学んでいくのか、その学びの過

程はどのようなものなのかということです。いわゆる教材を教えるとき、何を先に教えて

いくかというものです。そのような順番が大変重要であります。 

 


