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小倉 

 わが国では JST もひとつの中心を成しつつ、科学的リテラシーの向上と科学系人材の育

成ということで国家的・全国的な取り組みをしているところであります。 

 ケスラー先生はスクールクラブという学校クラブセンターというところに所属しておら

れますけれども、いわゆるインフォーマル・サイエンス・エデュケーションという領域で、

公的な学校のプログラムと言うよりは非公的な学校支援のプログラムということを直接担

当しておられる方です。そのような意味で、まず、ケスラー先生からフィンランドでの学

校支援の取り組みについてお話いただきます。教員研修等を支援するという部分でコメン

トをいただけることがあるということですので、その件と合わせて、また、フィンランド

で有名であります、LUMA というプロジェクトもあったということです。そのような点も

踏まえまして、フィンランドでの取り組みを最初にご紹介いただきたいと思います。 

 

ケスラー 

 私のほうから少しお話をいたしたいと思います。ティーチング・エクステンション・ト

レーニングと言ういろいろな教師の研修コースがありまして、そこで科学を教える技術を

伸ばすことができるようになっております。つまり、国家のカリキュラムが 1994 年に策定

されまして、科学教育におきましてそのような拡張したプログラムというのが提供できる

ようになってきております。これがつくられて、LUMA プログラムという形で開始されて

おります。皆さん、お聞きになっているかもしれませんが、これは PISA レポートにも書か

れております。それが、当然、PISA の結果にもよく反映しているという形です。 

LUMA プログラムは 1996 年から始まりまして、2002 年まで続いたわけです。この目的

は、数学と自然科学の教師に向けたもので、そのような教師の教育を高めるためのプログ

ラムでした。 

LUMA というのは、自然科学ということのフィンランド語です。自然科学・数学です。

このプログラムの間に教職に就いてからのトレーニングを無償で受けられるという形にな

っておりまして、270 の教育機関がフィンランドで参加しております。 

その主要な目的は、いわゆる環境、知識とか、実際の実生活の中で数学・自然科学とい

うものを活用して問題解決していくということを目的にしています。教師、特に教科主任、

クラス担任と言うような方も参加しまして、そして、学習する力が伸びてきたということ

であります。 

この LUMA プロジェクトは、実際には 2003 年に終了したわけですけれども、ただ、国

立 LUMA センターというのがあります。イギリスのサイエンス・ラーニングセンターと同

じようなもので、これはヘルシンキ大学の理学部の下にあります。そこの中で、自然科学

の学習とか、教職とかを促進するという形でやっています。 

初等・中等・高等教育・大学も含めてすべてのレベルでそのような学習と教職のレベル

を上げていくというための推進プロジェクト活動があり、当然、LUMA センターというも



のもそこに入っているわけです。 

最近では、10 万人くらいの教師がそのメーリングリストに入っておりまして、毎月、毎

月、トレーニングコースの情報がメールで伝わっています。数学と自然科学におきまして、

トレーニングのコースが紹介されております。 

フィンランドにおきましては教職組合が非常に活発に活動していまして、そして、そち

らのほうからも教師向けにいろいろなコースを提供しております。私は地理とか、生物の

教師の会、組織体ですけれども、そこでも、90％以上の教師が会員になっております。ほ

かの多くの組織におきましても、教師を伸ばすことに対しましてサポートもしております

し、いろいろなコースも出ているわけであります。ですから、科学の教師におきましては

自分の教育のキャリア、力を伸ばすといういろいろな機会が与えられていて、50％の教師

がこのコースを使っていらっしゃるということです。いろいろなことを、学んで、いろい

ろなことを教えないといけませんので、そのような研修が必要なわけです。   

私の所属している機関なのですけれども、これはスクールクラブ。クラブの組織体、セ

ンターなのですけれども、ここにおきましてもエクステンション、拡大的なトレーニング

コースを教師に提供しました。科学教育もその中に入っていますけれども、科学教育は提

供しているうちのひとつの活動にすぎないわけです。ほかにも違った教材とか、市民の教

育とか、そのようなものも提供しております。 

私たちの機関の目的は、クラブ活動というものをサポート・支援していき、そして、子

どもたちにおける科学に関します趣味と言いますか、若者の中の趣味と言いますか、その

ようなものにもサポートしていくという形でやっております。 

ですから、われわれのセンターのほうでは、そのようなすべてのクラブ活動に関しまし

てサポートしています。例えば、多くの生徒の両親が共稼ぎですので、1 人で時間を過ごす

ということが出てきたりいたします。ですから、そのようなクラブ活動に参加することに

よって、子どもたちが安全な環境で時間を有効に過ごせるという形になります。適任の大

人が子どもたちの世話をするという形で学校の活動もサポートされております。 

教師は、日本でも、イギリスでも、非常に忙しいので、なかなかクラブ活動の教材とか、

材料を学校の教師がつくるというのは難しいものがあります。ですから、私が属している

機関がその教師に代わってそのような教材とか、資料をつくっております。教材とか、材

料、道具ですけれども、このようなもの科学教育では非常にクリエイティブと言いますか、

想像力豊かなものがつくられておりまして、教師には科学の授業でも使っていただいてお

ります。いろいろな練習・演習と言うようなものが、当然、授業で行われています。です

から、教師のほうでも、つくられた教材とか、材料というものを授業に使っていただいて

いるわけです。それによって生徒の問題解決の技術と言いますか、生徒の能力が上がって

いくということです。 

特に昨日も話がありましたけれども、才能のある生徒にとってもクラブ活動は非常に重

要です。言いましたけれども、フィンランドの学校では生徒が同じクラスにいる。つまり、



特に才能が豊かな生徒も、障害を抱えた生徒と言いますか、スペシャル・サポートが必要

な生徒も同じクラスで一緒に授業を受けているわけです。ですから、サイエンスクラブの

ような科学クラブをつくって、それによって才能、能力のある生徒は、彼らの持っている

科学技術を学ぶ力というのをそこでさらに伸ばすことができるということであります。 

 

小倉 

 第 2 セッションのところで、教師教育、研修機会のことについて、少し誤解を招くよう

な結果になったのではないかという心配もありまして、もっと詳しくおうかがいするとい

うことになりました。特に LUMA というプロジェクト、LUMA センター、あるいは教職

員組合の教師の支援活動ということを通じてさまざまな研修プログラムが提供されていて、

また、多くの教師がそれを利用しておられるということがよく分かりました。 

 また、所属されている機関での活動の意味だとか、目的・意義といったものを非常に分

かりやすくおうかがいすることができました。 

ジョン・ホルマン先生におうかがいしたいのですけれども、この英国における STEM プ

ロジェクト、この STEM という理工系の人材を育成するという取り組みが実際に学校教育

とどのようなかかわりを持って行われているのでしょうか。それについてご紹介いただけ

るとありがたいと思います。 

 

ホルマン 

 STEM プロジェクトについて、まず申し上げたいのは、STEM というのは、Science, 

Technology, Engineering, Mathematics の頭文字をとっております。イギリスにおきます

プロジェクトで、目的は若い人たち、子どもたちが、もっと科学の教育を継続するように

することです。 

これは主にコーディネーション・プロジェクトと言われております。わが国には組織と

して若者たち、子どもたちに対して、特に教師に対してもそうですけれども、このように

科学に対する教育の継続を促したいと考えている組織が多いわけです。科学教育協会とか、

科学協会等といったものであります。 

ほかにも慈善機関がありまして、そこからはこの科学教育が継続できるようにというこ

とで、寄付をしてくれるところもあります。また、ほかにも若者、子どもたちがもっと科

学を勉強するように、刺激するようにということでサポートしてくれるさまざまな組織が

あります。STEM プロジェクトのほうではいろいろな支援をしてくれる組織のコーディネ

ーションをします。政府の内外にこのような組織が属しているということも非常に興味深

いわけです。ですから、このような各組織、全組織が目的をしっかり理解することを確実

にする。そして、われわれ STEM プロジェクトにとっては、学校教育の中で教えるときの

プライオリティーは何か。それをしっかり各組織に理解してもらうということが重要にな

ってきます。 



 ひとつ今、ケスラー先生がおっしゃったことと関係が深い側面をご紹介したいと思いま

す。多様なアフタースクールクラス。つまり、課外活動としての教育が行われております。

クラブ活動という形の課外活動で、このような子どもたちに対して科学への関心を深めよ

うということで、サイエンスクラブ、エンジリアニングクラブとか、ケミストリーのクラ

ブとか、算数・数学のクラブとか、といったものがあります。 

それぞれ独自の活動をしています。学校の中にはその四つ、全部のクラブがあったり、

ひとつもない学校があったり、それぞれ違います。すべての組織、このようにクラブ活動

を刺激しているところがお互いにコーディネーションして、お互いのクラブ活動から学ぼ

うとしています。フィンランドの状況と似ていると思ったのですけれども、これはひとつ

の例で、われわれ非常にアンビシャスにやっているわけであります。さまざまな活動で

STEM の科目、それを刺激するために。そして、コーディネーションを通じていろいろと

行っています。 

 

小倉 

 このセッションの目指すところは、今の STEM プロジェクトのように人材育成を目指す

プロジェクト、わが国でもスーパー・サイエンス・ハイスクール等科学的リテラシーの延

長上、人材ということを見据えたプロジェクトというお話がありましたけれども、どうバ

ランスを保ちながら取り組んでいくかというところが議論の中心として期待されていると

ころであります。 

ひとつのやり方としては、科学的リテラシーに特化したプログラムの先は、科学的な人

材につながる。そのようなプログラムが科学的な人材につながるのだという立場がひとつ

あること。もうひとつの立場は、それは早いうちから別々のプログラムでしか対応できな

いのではないかという立場。その大きな二つの立場があると思います。昨日のミラー先生

のご講演の中にも、それを今まで同じプログラムで対応しようとしてきたところが難しか

ったというお話もありました。できればローリー先生はそこら辺のところをどうお考えか。

また、ミラー先生の今の問題に対するお考えをお聞かせいただければと思います。 

 

ミラー 

 昨日、申し上げたことというのは、二つの目的を同一の科学のコースで達成しようとし

たら最終的にどちらにとっても不満が出る。不満な結果になるということ。そのようなこ

とで、多くの国々を見て、若者、子どもたちがますます科学離れしてしまう。ですから、

もっと、もっと、多くの人たちに対して科学の領域に入ってもらいたいと思うのであれば、

全員に対してこの科学のコースを学校教育の中であまりにも強調することが逆の結果にな

るのではないかと思ったわけです。 

もちろん、科学に興味を持っているひと握りの子どもたちのための科学となると、ほか

の多くの子たちの科学離れがますます激しくなるということもある。科学のリテラシーと



考えたとき、カリキュラムの中での科学教育の役割は何であろうか。そのようなことを、

もう一度、質問提起するようになってきた。ですから、義務教育としてそこまでやるべき

なのか。もちろん、サイエンスをチョイスする者のためにはということで分けたほうがい

いのではないか。そのほうがより効果的ではないかということが分かったわけです。 

つまり、科学のリテラシーということを挙げるとき、科学の理解を深めるということで、

その二つを一緒にやるよりも分けたほうが実際には科学のキャリアを選びたいという子た

ちはそのための教育ということを考えたほうがいい。実際には、博士課程に入っても多く

の人たちが科学の領域ではなかなか職を見付けるのは難しい状況が世界中であるわけです。

それでも科学者はもっと育てたい。そのようにすると、学校教育の中で、もっと、もっと、

科学をということだけで、そのひとつのカリキュラムの中で全員をということになると、

かえって逆効果になるということが分かりました。 

 

ローリー 

 カナダの状況ですけれども、これも枠組み、フレームワークということで指導する。そ

のようにすると、10 年生までは非常に科学的リテラシーに力点が置かれています。すべて

の科目において同じ学年に全部それをカバーする。そして、11 年生・12 年生ですけれども、

その結果、選択した科目のレベルで提供されます。それは、ニーズがあるからです。 

 かつて科学的リテラシーと大学への準備ということで葛藤していたのです。そして、科

学的リテラシーを 10 年生までやって、その後は、もっと専門化して専門コースにというこ

とが折衷案として生まれました。これはうまくいったのです。それは、10 年生まで多くの

州では科学は義務教育でした。ですから、この能力・学力にかかわらず、10 年生までは全

員がサイエンスを学び、その後は、サイエンスは選択科目になったわけです。 

ですから、数学とか、サイエンスは、選択科目でとり続ける。しかし、ほかのオプショ

ンを選択することもできるということが折衷案になりました。これは 10 年以上前だったの

です。今後セカンドバージョンということが生まれても、この方式がそのまま残ると思い

ます。 

 

バイビー 

私はミラー先生がおっしゃったことを少しまとめてみたいと思うのです。もし、私の統

計が間違っていたら訂正してください。ここで簡単に私なりにまとめてみます。米国の少

なくとも生徒の 10％が科学関連、ヘルス、保健関係のキャリアをとります。つまり、理科

系のほうに行きます。しかし、それにもかかわらず、カリキュラムの構造の前提というの

は、生徒、学生全員が科学者、あるいはエンジニア、ヘルス関連の専門家になるという前

提でカリキュラムを構築しているのです。その結果、どうなるか。生徒、学生の 90％は市

民として市民生活を続けていくわけです。90％は全く科学には無関心という結果を生み出

してしまいました。 



それを別の角度から見ると、科学的リテラシー、全員が科学を好きだし、それを学びた

いという意欲を持っているとすると、学校のこの科学・理科のプログラムというのを、も

う１回、構築し直して、これができたら、同時に 10％はさらに科学の領域の中でそれを追

究して学校のサイエンス・プログラムからさらにより具体的に専門家になっていく。 

そこで、基本的な疑問でありまして、アメリカでは、学校でのサイエンスのプログラム

の発想を転換しなければいけないのではないか。ロビン・ミラーさんがおっしゃったこと

の解釈です。 

 

ミラー 

今、おっしゃったこと、私が指摘したことと全く矛盾していません。また、付け加えた

いのは、われわれのほうで二つに分けるということ。ひとつはこちらの学生、ひとつは別

の学生ということで、あまりにも二元論で考えるのは難しい。未来のサイエンティストと

いうことがありまして、専門家だけがサイエンスのある領域に入ればいいとあまりにもク

リアに分けるということも問題だと思います。しかしながら、100％の子どもたちが科学を

大好きな気持ちにさせることは不可能です。同時にこのことも理解しなくてはいけない。

私も自分の能力とか、自分の経験から、社会活動の中で学習してサイエンスを理解すると

いうことに関して、一人ひとりには自由があるわけですので、どのような形でサイエンス

を好きになるか、どのように採り入れるかという個人の自由は守らなければいけないわけ

です。 

 

ホルマン 

常に言えることだが、これはカリキュラムの問題だけではないわけです。いちばん肝心

なことは、学校、あるいは教育において、教師が最も重要な役割を持つ。ここで考えなく

てはいけないのは、今まで聞いてきたことの意味。つまり、教師の育成・養成に関してで

す。ここではひとつテンションがあります。科学的リテラシーにおいての担い手としての

教師と、将来の科学者を教育していく、そのときのニーズ。つまり、もっと統合する必要

があります。 

科学的なメソッドをいろいろな科目の領域を超えて横断的にやっていく。もうひとつは、

科目の専門性。物理であれ、生物学であれ、それぞれの専門性を深めていくことは重要で

す。私の国での課題というのは、どうしてもそのような専門のある特定の科目の領域にお

いては専門性を持つ教師の数が少な過ぎます。 

理由のひとつは、現行の制度では、教師が物理学を教えるとき、物理学の資格がなけれ

ば教えられないわけなのです。学校のほうで教師を指名するとき、物理の資格がなくても

指名する。そのようにすると、産業界のほうでは、実際に、数学とか、物理学とか、その

ような専門家が本当は必要です。しかしながら、十分にそのような人たちが生産されてい

ない。特に物理とか、生物とか。 



そこで、もっと未来の科学者を刺激する。そして、科学を教える人たちをどんどん創出

したいと思ったら、このような科目のスペシャリズム、つまり、科目の専門性ということ

が重要です。われわれのプログラムの中では、もっと、もっと、物理学や化学の教師、あ

るいは数学の教師をもっとトレーニングしようということを強調しています。 

すなわち今のところ、そのような領域では専門家ではないけれども、もっとそのような

専門性を高めるための養成・育成をする。例えば、物理のスペシャリストをもっと育成し

よう。今、サイエンスの教師の中で 19％しか、ハイスクールレベルでは物理の専門家がい

ないのです。19 から 25％に、そして、30％に物理の専門性を持つサイエンスの教員を増加

させようと、今、努力しております。 

 

小倉 

 それぞれの国にそれぞれの状況があって、とりうる手立てを考えつつ、さまざまな取り

組みがされているということだと思います。わが国でも教員の資質、あるいは資格という

ものはこのままでいいのであろうか。そのような議論はまさにホットなものでありまして、

免許更新制だとか、あるいは教職大学院制度の導入とか、さまざまな制度改正が図られて

いるところであります。これについては特に唯一の答えと言うか、ゴールというものは共

通したものはないのだと思いますけれども。本日、いろいろな情報をおうかがいできて大

変参考になったのではないかと思います。 

 

質問者Ｐ 

 一つは、カリキュラムの中でのバランスに関すること。二つ目は、どのようなカリキュ

ラムがあるべきか。三つ目は、PISA に関するものです。 

 まず、第一ですが、昨日、随分話題になったことで、サイエンスのノリッジと考え方の

バランスですが。バイビー先生がおっしゃったサイエンスのルールがあるのだとおっしゃ

って、パネルにも書いてあったと思うのです。それは、論理と、証拠と、歴史的、そして、

今日的な知識に基づく。 

これは、確立した知識で議論しなければいけないということだと思うのです。子どもた

ちは、まず、これを勉強することが大事だと思います。それに対する深い理解があっては

じめて、市民として育ったとき、市民の立場で科学のいろいろな問題（イシュー）に対し

て議論ができるというように思っております。今、議論をそのままうかがっていますと、

フィフティー・フィフティのバランスのような印象も受けるのですが、サイエンスの基礎

がいちばん大事ではないかというように思います。 

カリキュラムの中でもリテラシー、結果がどうかということがありましたが、実は、両

立させるためには、基礎を教える従来のカリキュラムに対する先生のレスポンスのほうを

変えていく必要があると思います。実は、これが社会に非常に関係があるのだということ

を教えるような教育法ということを開発することによって、将来の市民と科学技術者の教



育が両立できるのではないかと思うのです。 

本日のお話も、実は、先生方がおっしゃっているのは、高校レベルのお話です。どの国

でも、小・中学校、10 年生くらいまでは同じものを教えていらっしゃると思います。これ

も確認させていただきたいのですが、そのうえで分かれるということは必ずしも必要なく

て、基本をきちんと教える。しかし、サイエンスとか、社会との関連を重視しながら教え

るという、そのバランスをどうとるかという問題ではないかというように思いますが、そ

の辺、どうお考えかおうかがいしたいと思います。 

 

バイビー 

ご質問の内容ですが、小学校・中学校、内容の中でバランスがあるべきか。そして、小

学校と中学校の中で、いわゆる基本的な知識、また、基本的な内容を盛り込むべきか。そ

して、高校に対しては、もっとサイエンス・リテラシーを強調するべきだという。私はこ

のように理解したのですけれども。 

 

質問者Ｐ 

 小学校・中学校はどの国でもそうであろう。ハイスクールレベルでは、リテラシーを養

うために新しいカリキュラムの構想がされているわけですけれども、むしろ以前のカリキ

ュラム、伝統的なカリキュラムの修正でもってリテラシーを育てたほうがいいのではない

か。と言うのは、ウェル･インテグレイティド・ノリッジだけが市民といてサイエンスに意

見を述べることができる能力をつくることができると思うのです。 

個別、つまり、高校生レベルで社会的な問題の議論をすることは、ある程度大事ですが、

市民になったとき、サイエンティストと対等の議論ができるための高校教育であるべきだ

と思うのです。そうだとすると、高校では、まだ、きちんとしたノレッジを教えるという

目的を忘れないようにしながら、しかし、少しは社会的なことにも関心を持つようにする

という方策が第３番目の方策としてあるのではないかという意見です。 

ミラー先生たち、「21 世紀科学」のカリキュラムはモジュールで出来ております。それは、

どちらかと言うと、コンテクストで組み立てられている。それは先生も既におっしゃって

いるように、専門家の養成にはあまり向いていないというように言っておられるわけです

けれども。私も確かにそれは心配だと思うのです。私は、むしろ系統的なものが市民向き

にできるのではないかというように思っているわけです。 

 

バイビー 

最初の部分ですけれども、これはバランスという問題だと思います。どのようにこのバ

ランスをとっていくかということですが、最初は、前方にあったものが後で後方に行って

しまう。そのようなことがカリキュラムで起きることがあるわけなのです。ですから、引

き続き、継続してバランスをとっていくということ。12 歳、13 歳くらいで中学校に入った



りしますけれども、そこで継続してバランスをとっていくということが重要だと思うので

す。継続していくことが。だから、どこの学年かというのは関係ありません。 

しかし、問題なのは科学の内容であります。学生たちが高校のレベルで習得しないとい

けない科学のレベルがどのようなものなのか。そこのところがいちばん重要だと思います。

ヒュー・ウィリーツさんがその話をしました。いわゆる統計の話です。リスクの見方。こ

れは、それぞれの学年でスケールに対して分かるためにはどこで探せるのかということを

分かるようにするわけです。例えば、地球温暖化とか、なぜ起きるのかということ。その

ようなことを覚えていくわけなのですけれども。例えば、米国では Google に入れるわけで

す。Google に入れてデータを見るわけなのですけれども、どのような言葉を学生が入れて

いくのか。そのようなことが科学的な知識のバランスと言うのです。どのような言葉を入

れれば自分が期待している、また、知りたい情報が手に入るのかということです。だから、

バランスと知識を持っている人たちは本当に自分たちが得たい情報が手に入るのです。 

大学になりますと、物理学や、生物学や、そのような科学のところで、実際、本当に何

を学ぶべきなのか。これが、今まで、従来習ったことではなく、大学に行きましてから本

当にそこで学ばなければいけないのは何かというのが分かってくるのだと思います。 

 

ミラー 

ひとつ付け加えさせていただきます。小学生では、いわゆる基本に対して話さなければ

いけないと思います。でも、これは小学校だけではなくて、ほかのところにおきましても

基本というものは教えていかなければいけません。しかし、何が基本なのでしょうか。少

ない人たちが本当に科学者になるわけなのですけれども、私たちは従来のバランスから、

今度、バランスを変えなければいけないのです。 

例えば、科学が言っていることを、なぜ、私たちはこれを信じるのか。科学が提唱して

いることを、なぜ、私たちは信じるのか。そのような自分の中の理論立てというものを理

解するような力です。 

そのようなものが育っていなければいけません。多くの人たちが言うのです。だれだれ

が言っているから、皆が言っているから、私はこれを信じるという方が多いわけなのです。

だけれども、学校では、なぜ、私たちがこれを信じるか、その理由です。そのところを強

調して教える必要があると思います。それが教育でありますし、それによって子どもたち

はもっと科学を勉強することに興味を持つのだと思います。 

 

ウィリーツ 

そうですね。モジュラー的な形になっているものの弱さというのは当然あるわけです。

大事なのは、われわれのほうでまとめた 21 世紀に向けての科学ということです。後は、当

然、21 世紀に向けての市民性です。科学を教えるわけですけれども、例えば、モデルを変

えていくことも必要です。最初、サイエンス・リテラシーをモジュールで教えて、後、追



加のものを違ったモジュールで教えるという形のものはあります。 

確かにリテラシーを教える場合には、当然、科学的な内容がないと意味がないというこ

とをおっしゃるのはまさにそうだと思います。追加で教える科学の中身ですが、これによ

って、当然、科学の中身も増えていきます。後、サイエンスのリテラシーと言いますか、

そのようなものによって、さらに考え方と言うようなものを学ぶことができます。後、基

本も当然大事です。その意味では、モジュラー的なものは弱さもありますけれども、強さ

もあります。今、言った形でモジュラー的に教えれば、逆に強さと言いますか、強みとい

うものがもっと前面に出てくるというように思います。 

 

ローリー 

知識対考え方というものに二分することはできないと思います。何％という形で出すと

いうのは難しいのですけれども、ただ、2006 年の PISA ではどのようになっているかとい

うことを見てみることに価値があると思います。 

この科学的リテラシーということを話すとき、三つのものがあったわけです。それは、

科学の知識だけではないわけです。PISA のサイエンス・リテラシーの定義ですけれども、

そこでは、科学についての知識ということと、後、態度と言うものも組み合わせて考える。

そして、いろいろな問題状況の中で考えていくということです。それによってはじめて、

能力というものが必要になって、科学的な問題を見付け、そして科学的な現象を説明する。

そのとき、科学的な証拠も使って説明していくということです。 

ですから、その学年にかかわらず、大学も含めてそうなのですけれども、その問題状況

の中で何をしたいかということによって答えが出てくる。ですから、確定した答えはない

と思います。それぞれの問題状況の中身によって、当然、パーセントが違ってくるという

ように私は思います。 

 

小倉 

 最後にひと言ずつパネラーの皆さまからご感想等いただいて、このシンポジウムを終了

させていただきます。 

 

バイビー 

大きなリスクがありますけれども、皆さんは、すべてのことをやろうという形で一生懸

命やっていらっしゃいます。 

 

ホルマン 

科学的なリテラシーというものにいろいろな課題が出てきます。中身とプロセスの間の

バランスをどうするかということがひとつあります。後、当然、評価もちゃんとしないと

いけないというところがありました。いろいろな課題が、当然、幾つもあるわけですけれ



ども、一生懸命しないと正しい答えは出ません。 

日本はコンセンサス、合意制の国です。日本の場合には、まず、合意をしたうえで前に

進んでいこうという形になっています。非常に強い立場、いい立場だと思います。確固と

した立場だと思います。特にこのような形のイベントがあった場合、一緒に作業をしよう

として、そのコンセンサス、合意を求めようとします。そして、それによって、正しい課

題に対する回答を見付けようという形だと思います。そのような意味で、この 2 日間のセ

ッションというのは非常に有意義だったというように私は思いました。 

 

ケスラー 

科学的リテラシーは、良い市民、健全で幸福な人々になるために必要です。そして、科

学的リテラシーということを話すときには、当然、ほかの国にいる人たちとも一緒になっ

て考えていく必要があるのです。 

 

ローリー 

私がいちばん興味を持ったのが、日本は非常に重要な変化の真っ只中にある。変革の真

っ只中にあるというように私は感じました。すべての点におきまして、いろいろな考え方

が出ていますけれども、このプロセスということが大事です。継続している。ですから、

このように重要な深みのあるプロセスに関しましては、当然、引き続き話をしていく必要

があります。大事なのは、それが分かること。日本というのは非常に統一のとれた国だと

思います。そのような点で非常にいいわけですけれども、ただ、違った立場・意見を持っ

ていらっしゃる方が当然あるわけです。それは、それぞれの理由があるわけです。それは、

そのプロセスの一環でありますので。そのような意味で、そのプロセスの一環としてすべ

てが前に向かって進んでいるという形であるというように思います。 

 

ミラー 

ひとつ、重要なところ、PISA の中で出てきたところです。学校で勉強した科学に対しま

す態度というのが国によってパーセントが違っているわけです。つまり、9 歳・10 歳の子

どもたちが学校の中で科学を勉強していますけれども、そのとき、多くの生徒が、あまり

面白くない、楽しくないということを言っているわけです。これは非常に重要なメッセー

ジというようにとらえないといけません。なかなかこれ以上やるのは難しいですけれども、

ただ、それに対応していくことが必要だと思います。科学を勉強する量がどれくらいいる

かということは、なかなか見極めにくいですけれども、われわれのほうは諦めたらいけな

いと思います。諦めずに生徒が科学に興味を持ってもらえるように頑張ってやっていくこ

とが重要だと思います。 

 

北原 



日本は、今、非常に大事なときにきていると思います。市民、個人、そして、社会がと

もに知識を共有していろいろな課題にともにチャレンジしていく、基盤をつくっていくこ

と。それが、今、大事なときではないかと思います。ですから、この対話の運動というも

のは続けていかなくてはいけないというように思います。いろいろな方のいろいろな考え

方があって当然です。その中で方向性を出していければいいかと思います。 

 もうひとつ、先ほどのモーティベイトした子どもたちにどうしたらいいか。それは、恐

らく、高校の教育だけで考えるべきではなく、もっと広く科学者たちの協力をもってその

ようなもの、教材をつくるなり、人材育成をしていく必要があるのではないかと思ってお

ります。 

 

天野 

先ほどもご紹介しましたように、科学技術振興機構の大きな業務のひとつは研究開発と

いうことがあります。そのような意味で、JST の風土というのは基本的にチャレンジング

だとわれわれ思っております。理科教育に画することについても、それぞれの現場、ある

いは理科教育にかかわる場所でチャレンジングな仕事をしようとしている方、そのような

方とこれからも一緒に力を合わせてやっていきたいと思います。 

 

ウィリーツ 

科学的なリテラシーを教えるというのは非常に難しい課題ではあります。幾らかそのよ

うな話が出ていましたけれども、ホルマンさんのほうが日本というのは非常に合意制の社

会だという形であるとおっしゃっていました。ただ、気を付けるのは、注意して方法論を

持ってやっていく必要があるということです。ひとつ最終的な目的に達するためには早く

間違ったところに行くよりも、正しい方向で進んで行くということが大事だということを

ひと言申しておきたいと思います。 

 

小倉 

 最後に、私自身もひと言だけ申し上げさせていただきます。ここにお集まりの方、皆様、

何らか、これから前に進むための貢献ができる方々ばかりだと思います。本シンポジウム

がそのような良くする方向へ向かうための何か基盤づくりのきっかけになれば非常に嬉し

く思います。これがひとつの始まりだという気がしております。 

 

 




