
「イギリスにおける科学的リテラシーの育成への取り組みと現状」 

ジョン・ホルマン（イギリス、ヨーク大学教授、全国科学学習センター長） 

 

はじめに私のバックグラウ

ンドをお話したいと思います。

いわゆる英国というのは島国

であります。四つの部分、四つ

の国によって形成されており

ます。イングランド、ウェール

ズ、スコットランドが北のほう

にあります。そして北アイルラ

ンドが西にあります。4 か国と

いうのは異なった教育制度を

持っております。私が、本日、

お話する内容というのは主に

イングランド国に関するもの

です。英国の 80％の人口がイ

ングランドに集中しておりま

す。ただ、その各国、英国の中

の特にスコットランドといっ

た、このような地域によって異

なった教育制度を持っており

ます。私は、ヨーク市からまい

りました。 

ヨークは非常に歴史的に由

緒ある都市です。ヨーク市は、

イングランドの中で、また、世

界でも歴史的に由緒のある都

市です。1,000 年以上もの歴史

を有する教会があります。そし

て、本当にその間、変化せず保

存されており、非常に重要なヨ

ーク市の史跡となっておりま

す。多くの都市もそうですが、

歴史的であり、また同時に近代

的であるということです。 

    

  



そして、科学という観点でも

政府から、ヨーク市というのは

科学に非常に強い、科学の専門

の拠点である。そして、ハイテ

ックのいろいろな、特にバイオ

サイエンスの分野において、生

命科学のセンターであると考

えられております。 

私は、全国科学学習センター

長を務めておりまして、ヨーク

大学に属しております。これは

非常にユニークなセンターで、

科学の教師教育を行っており

ます。ここは 2 年前にトニー・

ブレア前首相によって開設さ

れました。それから何千人もの

教師がこのような専門的な学

習、科学の指導を行うための指

導法というものを学びに来て

おります。 

 

 

 

 

PISA からのメッセージ 

PISAの調査結果から幾つか

非常に重要なメッセージを読

み取りたいと思います。まず、

すべての先進国に関して指摘

をすること。それに関して、ど

のようなメッセージが読み取

れるか。そして、また、先進国

にとって科学教育というのが

いかに重要であるかというこ

とをお話し、そして、政策面か

らどのような課題があるのか。 
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つまり、科学を教育するときの、

特に科学的リテラシーにおけ

る政策課題は何かであります。 

政策課題、政策策定というこ

とに関して、私は関心がありま

す。英国におきましても課題が

あるわけで、われわれ共有する

関心事だと考えております。そ

して、最後に、科学教育を考え

るうえで最も肝心なことは何

かということ。そのことを、わ

れわれ全員で確認したいと思

います。 

 

PISA 調査の結果 

PISA 調査ですけれども、政策策定に関して非常に影響力があります。英国の結果は、科

学の分野で OECD 平均を有意に上回っていたのですが、日本を含む 7 か国が英国を有意に

上回っている。つまり、英国のほうが下回っているという結果になっておりました。 

しかし、英国にとってはリーズナブルな結果であったと考えています。6 年前に比べると

科学の領域では少し悪化していると言うことがありますが、このような意味では、もう少

し何かできるのではないかという関心事があります。 

特に科学的リテラシーに関して、英国はもう少し頑張らなければいけないと考えている

わけです。われわれのシステムの中にこれから数年間、科学的リテラシーを高めるうえで、

新しいカリキュラムが、組み込まれていく展開に関心を持っております。 

 

生徒の科学に対する姿勢 

PISAの調査結果が生徒の科

学に対する姿勢について何を

示しているかを考えてみたい

と思います。いかに科学が自身

にとって有益であるかという

質問を取り上げてみたいと思

います。大体 OECD 諸国の生

徒の 3 分の 2 が科学は自分に

とって有益であると考えてい

るようです。英国も OECD の
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平均値に近いことは喜ばしい

こです。 

しかし、科学者になりたいで

すかと生徒に聞いた場合、キャ

リアとしての科学の価値はと

言うと、あまり肯定的とはいえ

ないわけです。29％が OECD

の平均でした。英国はそれを下

回って 25％となっております。 

ここからどのようなメッセ

ージを読み取れるかというこ

とです。他の調査結果でも分か

るのですが、生徒は、一方で、

科学は重要だ、有益であると認

識しているが、自分の未来にと

って、キャリアとして大切かと

考えた場合、それほどでもない。

つまり重要であるけれども、自

身にとっての職業的価値に関

してはあまり高く考えていな

いわけです。 

しかし、がっかりし過ぎる必

要はないと思います。これは、

先進国に共通して言えること

であります。有名なオスロ大学のスベイン・ショーバーグ博士が行ったローズ調査の結果

で、負の相関関係が見られます。つまり、科学に対する関心と、発展の度合いとの関係で

す。ここで縦軸は、肯定的な態度を測定する質問スコアを表しております。横軸は、人間

開発指数であります。フィンランド、日本とか、イングランドが右側のほうに固まってい

ます。ウガンダとか、バングラディッシュとか、途上国のほうが左のほうです。負の相関

関係が 0.93 となっています。 

 このように、科学の領域への関心、キャリアとして科学を捉える率が減っている、関心

度が減っているということが、先進国の中での共通の結果です。 

 Horizontal axis: Human Development Index
Vertical axis: Scores on questions designed to measure positive attitudes towards 
studying science 
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先進国における科学教育の重要性 

先進国において科学教育の

重要性はということを考えて

みたいと思います。エックス・

プライズ基金で発表したのは、

驚くべきユニークな賞でした。 

あるチームが 10 ヶ月間で 100

の人間の遺伝子、ゲノムをマッ

ピングできたら 1,000 万ドル

を提供しようと言ったわけで

あります。2003 年に最初のゲ

ノムが発表されたわけですが、

当初ひとつの人間のゲノムを

つくり出すのにかなり時間がかかりました。この賞をアナウンスして、あまり時間がかか

らず、100 のゲノムが 10 日間で解読されました。このような発展速度には驚くべき可能性

があります。ある疾病に関して、遺伝子的・医学的な背景として人間のゲノムをマッピン

グできたら、非常に大きな貢献ができるということ。人類にとって、これを考えるだけで

も非常にエキサイティングであります。 

なぜ、このようなことを考えるかと言うと、このような技術というのは英国が非常に優

れているということなのです。ですから、政府がわが国の科学の状況というものに対して、

大きな懸念を示すわけです。英国で科学は、経済の基盤と考えられています。 

トニー・ブレア前首相は、「科学は、国家の安定と同じくらい将来の経済に重要である」

と言っています。有馬先生がおっしゃったように、知識の経済というものが大きな基盤と

なります。科学というのは、そのような意味で、われわれの国家の行く末の鍵を握ってい

ると言っても過言ではありません。 

また、英国の場合には、ほか

にも素晴らしい才能を持った

科学者、未来のいろいろな発見

に続く研究ができるような有

能な科学者がいるわけです。科

学技術が繁栄し、それが国民に

とって受け入れられるような

土壌として、科学に対する国民

からの信任がなくてはなりま

せん。しかし、逆に国民の信頼

がないと、新しい技術が発展す
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る際に大変深刻な影響を及ぼ

すことがあります。 

二つの例があります。これは

英国政府が出したものであり

ます。ひとつは、遺伝子組み換

えの穀物であります。遺伝子組

み換えに関しては、国民が大変

反対しているという流れもあ

り、遺伝子組み換えの穀物をつ

くるということに対する国民

の理解が大変重要です。 

実際、いわゆるボイコットが

国民の中から起きました。遺伝子組み換えを行った食品をスーパーマーケットで売ること

に対して反対意見が出たのです。その結果、遺伝子組み換えをするというテクノロジーが

英国においては勢いが弱まったわけです。英国では失敗した例です。それに対して、米国

では成功しているわけです。 

もうひとつの例は、幹細胞の研究です。幹細胞を使いまして治療をするというものであ

ります。ここでは、テクノロジーについてのコミュニケーションを国民に十分に行わなけ

ればいけない。そして、国民から受け入れられなければいけないわけです。そこで、国が

リーダーシップをとることも国民からの同意が必要なわけです。そこでは英国は成功して

いるわけです。しかし、米国では失敗しております。宗教とか、文化がそこに入ってくる

から、このような違いができるわけです。 

ですから、重要なことは、科学や、テクノロジーの開発に関しては、もっと社会人とし

てのコミュニケーションが必要なわけです。そのためには、科学的リテラシーのある大人

が育たなければなりません。そして、大人としての議論ができるようにならなければなら

ないわけです。 

もうひとつは、私たちの国で

は、子どもたちが、はしかだと

か、おたふく風邪だとか、風疹

だとか、にかかることがありま

す。ある科学者が、「このワク

チンと自閉症の子どもとの間

には相関関係があるのではな

いか。」と言いました。それが

マスメディアに紹介されたわ

けです。人気の高いマスメディ
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アでそれが放送されたわけで

す。つまり、はしかになった人

で、ワクチンを接種した子ども

たちは自閉症になるというこ

となのです。そのため、ワクチ

ン接種率が 91％から 80％まで

下がってしまったのです。その

結果として、はしかだとか、お

たふく風邪にかかった子ども

たちが深刻な病に陥るという

結果になりました。また、患者

の数がこれからもっと高まる

ということがあります。 

なぜ、このようなことが起きたのかと言いますと、マスメディアがそのようなことを公

表し、それに対して騒ぐからであります。私たちは科学的な知識を持っております。そし

て、そこには不確実性もあるということを認識しているのです。ですから、科学的リテラ

シーが十分に分かっていれば、科学の中には不確実性もありますので、このような問題が

生じないのではないかと思っているわけです。 

 私たちは、今、多くの人たちが、ある意味で科学者になるような教育をしなければいけ

ないわけです。これから職業としての科学を追究する少数派だけのための教育であっては

いけないわけです。ですから、科学教育におきまして、二つの方針があるわけです。 

ひとつは、すべての生徒に対して適するようなカリキュラムをつくっていかなければい

けないわけです。それによって科学的リテラシーの基盤を築くのです。もうひとつは、新

世代の科学者とエンジニアをつくっていかなければならないわけです。 

しかし、ここで、英国では先ほど申し上げましたように、メディアが非常に敏感に、方

針の２番目を採り上げて盛ん

な議論が行われたわけです。後

ほど、科学者の中の圧力団体が、

どのように盛んに議論し始め

たかということを申し上げま

す。結果といたしまして、科学

的リテラシー向上のためのプ

ログラムを導入することが遅

れているわけなのです。 
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この図では、大学に入る前の

子どもたちのうち A レベルに

入ってくる生徒たちがどれく

らいいるのかということを見

ました。つまり、A レベルにな

りますと大学に入学ができる

能力だということになります。

そして、どの科目に多くの生徒

たちが寄ってくるか。それを、

また、パーセンテージで見まし

た。 

大体、化学と物理であります

けれども、過去 30 年間、ずっ

と下降しているわけです。これ

が政策をつくる人たちにとっ

てはいちばん懸念していると

ころであります。今後、プロフ

ェッショナルなサイエンティ

ストや物理学者をつくってい

くうえでも、ここの下降線が気

になるということであります。 

次に、大学生に対して、なぜ、

化学を勉強しているのか、専攻

しているのかと聞いてみまし

た。毎年、大学１年生に対して

調査をしました。なぜ、化学を

選んだのかということです。例

えば、コースとか、教科書が面

白かったとか、自分の高校時代

の化学の先生が良かったとか、

次のような結果が出てきたわ

けです。 

何が自分の化学を専攻する

決定打になったのかというこ

とです。5 が最高点で非常に重

要である。そして、重要でない、
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Quality of school labs

Your chemistry teacher

Your parents

The job prospects

What your friends were choosing

Your exam grades at GCSE

Your exam grades at AS Level

Average, 2007
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3.33
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4.18

1.36

3.35
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決定打にあまりならないとい

うのが 1 であります。そこで分

かったことは、コースとか、教

科書です。ここはかなり高い点

数でした。また、もし、化学を

専攻したら、どのような素晴ら

しい仕事が将来あるのかとい

うことも高い点数です。加える

べき項目としては、化学を勉強

することが非常に面白いと言

う人たちがいました。知的に非

常に面白いだけではなく、いい

先生に出会ったとか、化学が実

際に実用的で面白いという、実

際の生活にも応用できるとい

うことを認識して興味を持っ

た人もいます。 

 

先ほど申しましたけれども、

私たちの中では、多くの生徒が

科学や技術を専攻するように

しようとする動きがあります。

これは、実際にビジネスの業界

からの働きかけでありますけ

れども、今後 7 年間で科学専攻

の卒業生を倍にしなければ、こ

の技術系の仕事をする者がい

なくなってしまうだろう。その

ような話がビジネス業界から

聞こえてきました。そして、ま

た、2014 年までの間に SE 関

連の仕事の需要が少なくとも

240 万件にのぼるだろうとし

ております。これは現在の需要

の倍であります。 
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国際的に、25 歳から 34 歳の

就業者、10 万人のうち、科学

専攻の卒業生数がどのくらい

あるかということを比較して

みました。英国は、５番目に位

置します。 

もうひとつは、科学系の仕事

をしますと、報酬の面で違いが

あるということで、科学を選考

する学生が多いのです。例えば、

STEM 関係(科学・技術・工学・

数学 )を専攻した卒業生と、

STEM 関係でない科目を専攻

した学生たちの間の 1 週間の

総収入の比較であります。これ

は 2004 年の比較でありますが、

学生で科学を専攻した人たち

は、高いサラリーをもらうわけ

です。もっと面白いことは、サ

イエンスやテクノロジー、数学

だとかを求めない職業でも高

い収入をもらうわけです。この

サイエンスやテクノロジーの

中で必要とされる人たち、大変

高いサラリーをもらう人たち

は、エリートの人たちがほとん

どなわけです。 

 

政策課題 

では、私たちは政策課題とし

て、どのようなことをしなけれ

ばいけないのか。まず、将来の

社会人になる人たち、将来の専

門家になる人たち、その両方の

ニーズを満たすような柔軟な

カリキュラムをつくらなけれ

 

Source: ‘The Supply and Demand for Science, Technology, Engineering and 
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ばいけません。そこで、柔軟な

カリキュラムを「21 世紀科学」

では導入しております。 

もうひとつは、科学的リテラ

シーのためのカリキュラムに

関して、コンセンサスを得る必

要があります。少なくとも英国

におきましては、いわゆる国家

のカリキュラムというのはよ

く出来ております。国民にも受

け入れられております。後でロ

ビン・ミラー氏から「21 世紀

科学」についてお話があります

けれども、このようなカリキュ

ラムを開発しまして、実際に私

たちは他の国々に比べても先

に進んでいると思います。 

しかし、課題もあります。意

図されたカリキュラムが必ず

しも先生たちが現場で教えて

いることとは一致しないとい

うことであります。 

簡単にではありますけれど

も、「21 世紀科学」について、

お話をさせていただきたいと

思います。この基本的な考え方

では、科学カリキュラムは二つ

の要素から成り立っています。

ひとつは、「科学的な説明」、も

うひとつは、「科学に関する考

え」です。 

「科学的な説明」は、いわゆ

る重要な概念を含んでいます。

つまり、それを話せることです。

例えば、遺伝子問題だとか、化

学的な変化とか、生物の相互依

 
A national curriculum for 
scientific literacy:
present status in the UK

The principle of a curriculum for scientific 
literacy is established within the national 
curriculum, especially for 14 – 16 year 
olds (Twenty First Century Science)

The challenge is to ensure that the 
intended curriculum is matched by the 
curriculum actually implemented by 
teachers 

 
A national curriculum for 
scientific literacy:
present status in the UK

The principle of a curriculum for scientific 
literacy is established within the national 
curriculum, especially for 14 – 16 year 
olds (Twenty First Century Science)

The challenge is to ensure that the 
intended curriculum is matched by the 
curriculum actually implemented by 
teachers 

 

Twenty First Century Science
- a core science curriculum
for 14 – 16 year olds that:

engages with contemporary scientific issues

covers the central Science Explanations*

develops key Ideas about Science*

* The two foundations of scientific literacy

 

Twenty First Century Science
- a core science curriculum
for 14 – 16 year olds that:

engages with contemporary scientific issues

covers the central Science Explanations*

develops key Ideas about Science*

* The two foundations of scientific literacy

 

Science Explanations

the big ideas of science

 

Science Explanations

the big ideas of science



存関係だとか、このようなもの

が科学の主な中身になるわけ

ですが、そのようなものを説明

できる能力であります。 

しかし、それだけでは十分で

はありません。私たちが科学的

リテラシーというときは、知識

だけではだめなのです。必要な

ことは、科学がどのように機能

するのか、科学の特性を理解す

る必要があります。 

「科学に関する考え」とは何

かを考えると、データとその限

界についての考え方がありま

す。科学は知識や事実、そして、

それが確定したものと考えが

ちですが、そうではないのです。

新しい科学領域であればある

ほど不確実性があるというこ

と、誤差がありうるということ

を理解していただきたいので

す。ロビン・ミラー先生ととも

にこの科学に関する考え方に

ついて、いかに科学的な方法と

いうものが機能するかという

こと、リスクの性質、リスクが

あるとき、決定を下す際、策定

する際、科学が有益であるかと

いうことに言及します。 

 

 

Science Explanations: some 
examples

SE2 Chemical change
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SE4 Interdependence of living things
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「21 世紀科学」カリキュラムの評価 

「21 世紀科学」カリキュラ

ムの評価に関してですが、これ

は数年間、パイロット・フェー

ズということで実行されてお

り外部からの評価がされてい

ます。その「21 世紀科学」の

評価の重要なメッセージを申

し上げます。教師たちは、ます

ます教育、指導するのが難しく

なってきていると言っており

ます。過去の伝統的な科学・理

科のカリキュラムよりも、今の

科学のカリキュラムで指導するのが難しいと言っております。しかし、非常にこれは重要

です。より価値が高いと言っております。 

次に、「科学的な説明」と「科学に関する考え」についてであります。この「21 世紀科学」

と伝統的な科学のカリキュラムとの比較調査をした結果、生徒の達成度ということに関し

てですが、科学の知識に関しての達成度はほぼ変化していませんでした。そして、どのよ

うな「科学に関する考え」の領域の中で現在のほうが秀でているかどうかははっきりしま

せんでした。ですから、広義にエビデンスを見た場合、達成度に関しましては大体中立で

した。 

3 番目は、教師が新カリキュラムに対してどのような姿勢を持っているかということです。

その評価によりますと、傾向として、教師は「科学に関する考え」よりも「科学的な説明」

のほうを強調しがちだということが分かりました。教師というのは、自分たちがそのよう

な「科学的な説明」という形から学んだからです。しかし、新しい科学的リテラシーの中

では、「科学に関する考え」、つ

まり、探究の形態というところ

が新しいアプローチでありま

す。まだその面の経験者が少な

いということが分かります。 

では、今度は生徒の側がどの

ような評価をしているか。生徒

が言っていることは、科学を勉

強する理由をどのように考え

ているか、これは伝統的なカリ

キュラムと比較した場合、どう
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• Teachers tend to emphasise ‘Science 
Explanations’ more than ‘Ideas about 
Science’ in their teaching, despite the fact 
that the course gives equal importance to 
both
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違うか。過去には、生徒が科学

をなぜ勉強しなければいけな

いの？と有益性が分からない

ということをよく示していま

した。そして、「21 世紀科学」

では、より理由の関連性を理解

できていました。また、生徒に

よる科学の重要性に対する評

価はより高くなっています。つ

まり、勉強した後、より重要性

というものを理解することが

できるようになったというこ

とです。しかしながら、科学の勉強を継続することへの関心がどうもこの 2 年間、下がっ

ている傾向があります。14 歳から 16 歳の子どもたちの場合、従来のコースでも、「21 世紀

科学」のコースでも、どちらでも下がっているわけです。どちらのほうがより下がってい

るかどうかというところまでは分かりませんでした。 

「21 世紀科学」の評価から次のようなことを結論付けました。これは、まだ、時期尚早

であって、もっと評価をしなければ新カリキュラムに関して適切な評価とは言えないわけ

ですが、初期の段階で分かったことは、科学的リテラシーのカリキュラムは科学の重要性

及び科学を学ぶ理由に対する生徒の正しい理解を助けるということです。ただし、もっと

多くの生徒に科学を勉強してもらいたいと思っても、この科学的リテラシーのカリキュラ

ムだけで、単独でそのような動機付けは難しいということが分かりました。もっとほかに

も工夫が必要だということです。 

 

「科学に関する考え」に関して 

最後に、「科学に関する考え」

について、少し考察してみたい

と思います。困難の度合いとい

うことを言いますと、どのよう

な「科学に関する考え」が重要

かということ関してコンセン

サスを得ることは難しいです。

しかし、「科学的な説明」に関

してのコンセンサスに関して

は、より容易です。「科学的な

説明」に関しては従来から教え

 Policy conclusions from the evaluation of 
Twenty First Century Science

• A curriculum for scientific literacy can 
increase students’ appreciation of the 
importance of science, and the reasons for 
studying it, but …..

• ….. it is unlikely on its own to make students 
more inclined to study science in the future. 
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scientific uncertainty, but what about Risk
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てきたのですが、「科学に関する考え」に関しては歴史が浅いので、コンセンサスを得るこ

とが難しいわけです。 

「科学に関する考え」についての見解は文化的な要素が強いと思います。日本におきま

しては、例えば、カリキュラムの中で自然に対する愛情、思い、生きる力ということが重

要と考えられると言われました。非常に興味深いですが、英国人に言わせると、少しユニ

ークだと思うわけです。つまり、「科学に関する考え方」について、このような面に力点を

置いている日本と英国では少々文化的な差異があると考えます。しかし、中にはコンセン

サスを持ちやすい分野もあると思います。例えば、科学のデータや決定、プロセス、エラ

ー、不確実性について、理解を深めることは重要だ。これはほとんどの国でも、そうだと

思うのです。しかし、倫理。科学の倫理とか、リスクとか、このような面に関してはなか

なかコンセンサスが難しい。文化の差とか、社会の差があると思うのです。ここが最も議

論を呼ぶところではないかと思います。 

これはタイムズ紙、日刊紙で

ありますが、2006 年 10 月の記

事であります。最先端を行く科

学者が科学的リテラシーの新

しいカリキュラムというのは

居酒屋向け、パブ向けだという

否定的な発言をしたというこ

とであります。要するに、大切

な学習とは言えないと科学者

が言ったわけです。すぐにマス

コミが面白がって報道しまし

た。しかし、このようなストー

リーがいったん新聞に報道されますと、国民に対してかなりのダメージということになり

ます。このような記事が出るということは、科学の倫理的な側面、社会的な側面をカリキ

ュラムの中で教えるべきかどうかという議論を呼ぶことにつながるわけです。 

いろいろなエビデンス、証拠があるのですが、生徒たちは、倫理的な、社会的な科学の

側面を学ぶことに興味を持っています。しかし、それは、真の科学的知識を習得できる場

でなければ不可能です。ですから、生徒たちに、パブで話すような、気楽なものでは全く

なく、倫理とか、社会の側面を知識に基づいて、科学の理解に基づいて話をする。また、

これはインフォームド・ディベートという形で、このように真剣に話し合うということが

重要だと思います。 
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そして、科学教育に関しまし

て２種類の政策的な必要性が

あります。ひとつは、適切な科

学カリキュラムをすべての生

徒に提供する必要があるとい

うこと。また、科学者とエンジ

ニアの新世代をもたらす必要

があります。新聞のヘッドライ

ンにもありましたが、英国では

ロビーグループがあります。そ

こで二つ目、科学者・エンジニ

アの新世代をもたらすという

ことをカリキュラムの中で重

視することに関しては、かなり

ロビーグループが反対をして

いる、あるいはマスコミで議論

を呼んでいる、という傾向が英

国ではあります。 

政策上の二つの課題を申し

上げたいと思います。ひとつは、

先ほどの両方を満たすために

柔軟なカリキュラムをいかに

して提供するか。もうひとつは、

科学的リテラシーを育成する

カリキュラムに対するコンセンサスを得ることが重要です。特に「科学的な説明」、すなわ

ち科学の知識と、「科学に関する考え」、つまり、探究方法としての科学といった考え方、

この二つのバランスを科学の内容面でいかにとるかということです。そして、「科学に関す

る考え」について、いかにコンセンサスにもたらすかということです。 
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まとめ 

最後にまとめてみたいと思

います。私にとって最も重要な

課題だと思うのですけれども、

2007 年 9 月、マッキンゼーが

発表した報告であります。世界

のベストパフォーマンスのス

クールはいかにしてトップに

のし上がったかということで

あります。どうやったら最も優

れた教育制度というものを持

つことができるのか。日本の制

度は非常に成功している。フィ

ンランド・韓国も非常に成功し

ている。優れた教育制度がある。

その中に共通点はないのか。最

も成功している教育制度、世界

各国で何が共通点かというこ

とで報告書に出ています。 

1 番目は、適任者を教師とす

るということです。世界一成績

が優秀な学校になったのは、ま

ず適任者を教師にすることが

非常に重要であること。2 番目

は、いったん、そのような適任

者が教師になった段階におい

て、そこで非常に高く能力を磨

いた教授者に育てる専門的な

トレーニングが必要であるこ

と。3 番目に、一人ひとりの生

徒にとって最善の教育を授け

ることのできるシステムを徹

底するということであります。

そこで、どこの学校もすべてそ

のような機会を与えるという

ことです。 
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結局は、教師に依存している

ということが分かります。マッ

キンゼーの報告書で結論付け

ていることは、世界一成績が優

秀な学校においては、教育制度

の質の高さというのは教師の

資質に依存するということを

明らかにしております。教育制

度に関しましては教師の質が

高くなければならない。これが

前提条件であるということが

明らかです。ですから、カリキ

ュラムでどれだけ工夫をして

も、言い換えれば、プログラム

でそれだけ変更しても、中身を

いじっても、最終的に最も重要

なことは教師の質。そして、教

師の教育ということ。これが最

も重要であります。それによっ

てはじめてカリキュラムが生

きてくるということです。教師

に投資するということが日本

の未来にとって重要であると

いうこと。全く同感です。 

私どもの全国科学学習センターでは、この科学の教師、そして、実験科学の分野で教師

の訓練を常時行っています。科学的リテラシーを持つ人たちを育成する。また、若いプロ

の科学者を育成しようと思ったら、素晴らしい、そして、インスピレーションを与えるこ

とができるような教師が必要であるということで締めくくりたいと思います。 
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質疑 

 

質問者Ｃ 

 サイエンス・イクスプラネイションと、アイディア・アバウト・サイエンス。翻訳が、

誤解を生じやすいかなというように思いました。 

 

ホルマン 

 翻訳のことですが、日本に来て気が付いたことは、日本語と英語の間の翻訳は難しいと

いうことであります。ここで本当に知っていただきたいことは、どのような科学的知識が

必要で、それを実生活に応用するためにはどうしたらいいのか。どう応用すべきかという

ことを私は申し上げたいのです。非常に内容のある言葉なので、それを一語で日本語に翻

訳することは難しいのかもしれません。 

 

質問者Ｄ 

 「21 世紀科学」を勉強させることによって生徒が科学の大切さを学ぶようになったのに、

科学のカリキュラムを続けようという気持ちにはなっていないという課題がありました。

このカリキュラムを受けることによって、例えば、科学的な考えを持った弁護士とか、科

学的な考えを持った経営者とか、科学的な見方を持った文学者というのが育つような方向

に向かっているのでしょうかというのが 1 点です。 

 それに関係して、そのような子どもたちが育つのと、いわゆる純粋の科学者になるのと、

ホルマン先生としては究極の選択ですが、どちらが望ましいと考えているのか教えていた

だければと思います。 

 

ホルマン 

 おっしゃっていることは大変重要なことだと思います。今、現時点では、私たちのこの

社会のリーダーの中には科学的リテラシーを十分に持った人たちはおりません。ですから、

私の理想ですけれども、政府の内閣の半分が実際に科学的な知識を持った人、科学者であ

ればいいと思っているわけです。そして、また、マスメディアの半分くらいが本当にサイ

エンティストだったらいいと思います。後、おっしゃったように、いわゆる科学的な思考

ができる弁護士がいればいいと思います。そのようにしたら、もっと公平・合理的な報告

がマスメディアにできると思います。そして、また、全体的に一般的な社会人全体も、も

っとこのようなサイエンス・リテラシーを持つことがいいと思います。 

 


