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フィンランドの特徴と教育シ

ステム 

私の今回のプレゼンテーシ

ョンですが、フィンランドの科

学教育、理科教育についての現

状・状況について、お話をいた

したいと思います。フィンラン

ドは、何千もの島々と大きな森

林に囲まれた国で全人口は 500

万人であります。フィンランド

は非常に人口が少ないもので

すから、適応するための能力が

必要になっています。非常に厳

しい気候で、また、スウェーデ

ン・ロシアという二つの違った

文化に囲まれています。そのた

めに、サヴァイバル・スキルと

いうものを身に付けるように

なってきました。フィンランド

の言語、また、文化は非常に強

いものです。フィンランド語が

主な言葉になっていまして、

90％以上の人々がフィンラン

ド語を話しております。他にス

ウェーデン語とサミー語とい

う二つの言語が話されていま

す。 

 

フィンランドの教育システ

ムにおきましては、基本教育と

いうものは二つの要素を持っ

ております。基本的な教育を受
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けた後、引き続き、中等教育と

言いますか、高校とか、もしく

は職業専門教育というものを

その後、受けることができます。

その後は、三つ目のレベルです

けれども、大学教育になるわけ

であります。 

第二次世界大戦という大き

な大戦をしたため、ソビエトに

対しまして非常に大きな賠償

金を払わないといけないとい

うことがありまして、そのこと

が教育に大きな影響を与えて

きました。1970 年にいたるま

で、なかなか教育が発展してき

ませんでした。 

教師の教育に関しましては、

基本的には大学に委ねており

まして、すべての教師は修士号

を持っております。 

基本的な教育は、9 学年の義

務教育になっております。これ

は無償ですべての人に広げて

おります。 

二つの大きなこのような改

革があったために現状のフィ

ンランドの教育が高度な品質

を持っているわけです。 

 

PISA 調査の結果 

2006 年の PISA の調査に対

して、すべて基礎教育を受けて

きているという教育の背景が、

いい結果に反映しております。

大学教育まですべて無償にな

っており、それによって、すべ
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てに対して平等な教育という

ものが提供されております。 

どこに住んでいようと、経済

環境、貧富にかかわらず、言葉

にかかわらず、教育が受けられ

ます。 

2006 年の PISA のそれぞれ

の地域別の結果がこのように

出ております。 

この教育レベル、15 歳の結

果ですが、非常にしっかりした

形で出ております。ラップラン

ドにおきましても、ほかのヘルシンキの地域におきましても、非常にいい成績を出してお

ります。オーランド、これもいい結果が出ています。トップレベルの教育というものは、

すべての生徒が学校にかかわらず、そのような素晴らしい教育を受けることができている

からであります。都市部と地方に関しまして、その成績の差ですが、小さな差しか出てお

りません。この辺の違いというのは多少出ていますけれども、一般的に申しまして、結果

としてはいい結果が出ています。地方におきましても、いい成績を残していることがわか

ると思います。  

 

フィンランドの教育方針 

情報社会ということのコン

セプトが、広く受け入れられて

いること、平等な教育、責任・

意思決定の地域レベルへの委

任、これらがいわゆるフィンラ

ンドの教育方針の土台となっ

ています。 
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多才を育てる教育と科学的リ

テラシー 

多才を育てる教育を進めて

いく必要があると考えられて

おります。個々の需要、必要性

と言いますか、つまり、情報・

技術、そのようなものを使って

自分自身の世界観を形成して

社会でやっていくことが必要

となってきております。したが

いまして、教育というものは、

このような課題に対応できる

ようなものになっていないと

いけないのです。 

科学的なリテラシーは、多才

を育てる教育において重要な

ものになっております。選択肢

が多く出ています。多くの方々

は、日常生活において科学的リ

テラシーが必要と考えており

ます。例えば、健康とか、エネ

ルギーの消費とか、環境に関し、

当然、日常、接しているのです。 

したがいまして、科学的リテ

ラシーというのは非常に重要ですけれども、リベラル・サイエンスのようなものから得ら

れるわけであります。広義で申しますと、科学的知識や技術的な情報を吸収したり、批判

的で合理的な思考技術、将来の自己成長に向かった技術といったものをすべての科目にお

いて習得する必要があります。 

ただ、前提条件としまして、より良い生活に向けて、そのような多才を獲得するために

は、いろいろな条件があります。例えば、科学教育における基本的な事実です。科学、数

学とか、技術テクノロジーと言いますか、情報技術です。このようなものは科学教育によ

って重要になってきております。狭義的に申しますと、例えば、読み書きは、当然、必要

です。アルファベットの知識がないと、当然、読み書きができないわけであります。 
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カリキュラム 

国際的な傾向は、当然、国の

カリキュラム動向に影響を与

えています。違った影響が各地

域のカリキュラムに影響を与

えています。そして、教員養成

と、教材の作成が科学教育の基

礎になっています。 

一方、学習プロセスにつきま

しても、さまざまなサポートが

必要であります。例えば、教師

によるサポートです。そして、

学校の文化とか、夜間の学校と

か、いろいろなほかの活動と言

いますか、このようなものは非

常に重要な意味合いがあるわ

けであります。この学習結果は、

直接、国家レベルの授業にフィ

ードバックされており、PISA

への影響も出てきているわけ

であります。 

生徒たちの趣味と言います

か、自分たちの教室での学習に、

当然、影響が出ていまして、科

学クラブ、キャンプ、及び、科

学的な趣味と言いますか、このようなものがあればあるほど学習に興味が出てきます。そ

れによって失敗することを恐れず、成績の良し悪しを恐れずに、失敗・成功の体験ができ

ます。場合によると、学校でしか趣味とか、安全な環境下で学習することができる場所が

ない、そのような条件のある地域もあります。大人の管理も大事であります。 

クラブ活動ですが、これは、全国のカリキュラムに影響を与えており、科学の興味もよ

り深まりますし、科学の授業を個に応じたものにできます。科学クラブに関しましても、

純粋な学問をまたがる疑問に集中する機会を提供できますし、教科横断的な問題解決にも

資することができます。サイエンスセンターや、大学とも協力し、高等教育からもサポー

トがあります。ビジネス側からも、サポートがあって、授業とか、学習にプラスになって

きております。 

大人たちですけれども、科学技術によって、いい成果を出しています。科学を楽しむと
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いうことに対しても、いい結果

が出ています。そして、OECD

の平均に比べますと、一般的な

科学に対する興味は非常に高

いわけであります。その結果、

科学を教室で勉強するという

ことは、実は、外で勉強するの

とまた違った形になっている

わけです。授業で勉強する場合

には、あまり心から関心を持っ

て勉強できるということは少

なく、勉強するのだという形で

見られているわけです。 

ただ、基礎を学ぶには、当然、

努力と勤勉というのが欠かせ

ないというのは申すまでもあ

りません。調査の結果を見ます

と、80％のフィンランド人たち

は、科学によっていろいろな問

題点が解決できるというよう

に考えていました。例えば、病

気を克服したり、生活の質を上

げるにもそれが必要だという

ように考えています。 

ここにトップ 10 の関心の高い職業が上がっておりますけれども、リサーチャー、科学研

究者が 8 番目にしかきておりません。リサーチャーの地位が低いこと、給料が安いことと

か、いわゆる研究資金が少ないということがあるために、若い人たちで研究者になりたい

という意欲が少ないのかもしれません。 

科学はフィンランドの学校の全学年で高校までずっと教えられております。カリキュラ

ムの中に必須のコースが入っていまして、幾つかの選択科目も含まれております。7～9 学

年に関しては選択性、高等学校においては選択肢が多くなっています。 

 

ナショナルカリキュラム 

ナショナルカリキュラムは 10 年ごとに見直しが行われていまして、ナショナル・カリキ

ュラムの開発には長い時間がかかります。実際、このプランをつくったり、新しいプログ

ラムをつくる場合には、前の結果、効果を念頭に置いて新しくつくるわけです。その中に
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は、研究者、国家公務員、教師、

経済界の代表者が有識者グル

ープをつくり、特定の教科カリ

キュラムの科目をつくってお

ります。 

大きな変化としましては、こ

れは、1994 年に大きな改革が

起こりまして、ここでフィンラ

ンドのカリキュラムを多く変

更しました。ナショナル・カリ

キュラムに関しまして、より一

般的なものにすることになり

ました。また、実際的なカリキュラムというものは、すべて地方のレベルに委任するとい

う形になりました。 

したがいまして、プランをつくったりとか、評価するという教師の責任・役割というの

は非常に大きくなりました。後、教師との共同作業も非常に大きくなっております。 

カリキュラムを準備するに当たりまして、当然、地方の教育資源というものを有効活用

する必要があります。特に教師のリソースを有効に使う必要がありまして、それぞれの科

目に関して生徒が日常の生活に関連付けて学んでいく上で、教師が大きな責任を持ってお

ります。また、指導方法におきましても大きな役割を果たしております。 

現行のカリキュラムに関しましては 2004 年に終了し、学校のほうで２年間の移行期間を

持ち、2006 年になって新しいカリキュラムをつくってきました。PISA の調査結果、2003

年・2006 年の結果というものが考慮されました。この結果を見ますと、2006 年には、結果

は良くなっていますけれども、どの部分が新しいカリキュラムの貢献度であるかというの

を特定するのは難しい部分があります。 

ただ、次の PISA に参加する

ことで、どのようなカリキュラ

ムの効果が結果に出るかとい

うことは、より分かってくると

思います。現行のカリキュラム

のいろいろな基準が、PISA の

尺度とは異なっていますが、今

後の PISA の結果も、恐らく、

良いであろうというように私

は思っています。 
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新しいカリキュラム 

2004 年のカリキュラム開発

のプロセスに関しましては前

のカリキュラムに基づいてつ

くっておりまして、地方のレベ

ルの役割、学校の役割は非常に

重要であります。しかしながら、

国のレベルにおきましては幾

つかの変更点が出ています。特

に科学教育に関しましては大

きな変更が出ています。2004

年まで、物理学・地理・生物学・

保健学というようなものに関しては、1 年から 6 年まで自然科学に統合化されました。 

2006 年以降は、環境とか、自然科学に関しましては 1～4 学年で教えられます。そして、

物理学・化学に関しましては、5 学年以上で教えられております。最も大きな変更点と申し

ますのは、7～9 学年につきましては、週当たりの授業時数が増えたことです。 

新しいカリキュラムでさら

に強調されるようになったこ

とは、実験方法、そして、課外

教育という面です。この目的と

いうのは実験をすべての科目

で一貫して指導するというも

のです。例えば、ここでいかに

化学のカリキュラムの中身が

国家のコアカリキュラムの中

に組み入れられているか、おわ

かりになるかと思います。五つ

の主要な部分によって形成さ

れています。水、空気、そして、土壌及び天然素材、有機性、また、環境という、この五

つの領域があるわけですが、そこで四つの側面について化学を教えるわけです。物質の特

性、物質の構造、化学反応とエネルギー、そして、実験方法を、またがって教えます。日々

が学習の場になるので、より深く言及することができることになります。 

このようなコアカリキュラムになっておりますが、カリキュラムを計画するためには、

長期的な視野が必要になります。また、柔軟に社会の変化に対応する必要があります。科

学技術というのは非常に迅速に発展し、変化するわけであります。新しい情報もどんどん

増大し、それに対応していく必要があります。そのために教師の役割は非常に重要です。
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Biology and geography 1.5 1.5
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1 1
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Health education 1 1 1
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教師の中でも活発にカリキュラム計画に参画する人だけが、このような社会の現状、そし

て、変化というものに対応していくことができるということです。 

 

教師の役割と養成 

教師の役割と仕事は、職業と

して大変尊敬されております。

そのための教育と養成という

のは非常に競争が激しいとい

うことです。人気はあるのです

が、賃金については、フィンラ

ンドのその他の職業に対して

低いわけです。しかしながら、

安定しているということ。また、

常に自己を開発できるという

機会を与えられているという

ことが魅力になっているようです。 

また、クラスルーム外での学習の機会がかなり増えているわけですけれども、自己学習

という機会も増えています。しかしながら、子どもたちは教師にきちんと教えてもらうと

いうことは重要です。1 年から 6 学年までは学級担任であり、また、7 年から 9 学年では教

科担任です。ライフスキルや協調性が非常に重要でありまして、教師の養成も最新の教材

を使って、その指導方法というものを教授します。 

ここで、教員養成学校と、教科の諸学科、行動科学の学部、の三つが連携をとるという

ことが非常に重要になります。

これによって、専門職として教

師の資質というものを高める

ことができます。そして、PISA

の結果に関しましては、常に質

を高めるということ、内容をア

ップデートするということが

重要であります。この 3 者は、

それぞれが重要な役割を持っ

ています。カリキュラムの改革

は、1994 年に行われましたが、

新たな課題というものを教師

教育に投げかけたわけです。 

 

 

Good teacher training is the basis of 
everything

• Teacher training in Finland
- class teachers: forms 1-6
- subject teachers: forms 7-9 and 

upper secondary
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The Faculty of Behavioural Science

Subject
departments

Teacher Training schools

Structure of studies of subject
teachers:

subject studies 70%
pedagogical studies 20%
other studies 10 %
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class teachers:

subject studies 20%
pedagogical studies 70%
other studies 10 %
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単に専門科目を習得するだ

けではだめでありまして、責任

のある教師であるためには、さ

らなることも習得する必要が

あります。たとえば物理学とい

うのは、どのように全体の学校

の活動の中で役割を持ってい

るのかとか、どのように男女の

差というものを加味すること

ができるのかとか、独立した個

人として生徒の成長を促すこ

とができるのかとか。そして、

多才を育てる科学の教育ができるのか。バランスのとれたものにできるのか。そして、物

理の教育というものが生徒一人ひとりの能力というものを高めることに寄与できるのか。

と言ったことを常に考えながら教師をやっていく必要があります。 

教師教育では、いろいろな形

での専門性を高めていくこと

が必要になります。その中には、

自分の教科の専門知識、教科の

最高の知識を備えるための努

力。情報分野の本質の理解。い

かに最新情報が得られるのか

という理解が必要になります。 

 また、教育学の専門知識も習

得する必要があります。さまざ

まな学習者がいるわけですの

で、その一人ひとりに対して、

いかに個人を配慮した能力向上をするか、優れた評価技術、職務訓練、精神・社会的・哲

学的条件等をコントロールする能力といったことも必要になります。このような精神的な

強さも重要になります。常に自己を研磨していくということも必要になります。また、こ

の教育学、教科の専門知識、自身の専門性の開発ということで、継続的に自分を発展させ、

教育学の知識同様に教科に対する新情報を身に付け、自分自身の能力を的確に評価する能

力といったものも求められてきます。 

 

During the curriculum development work teacher have to think about 
things like

• How is my subject a part of the school’s activity on the whole?
• How does my subject teaching take into account the different 

interests of the genders?
• How does my subject support the student’s growth into an 

independent and good person?
• What is all-round science education and what is its share of all-

round basic education?
• How does my subject teaching develop the student’s abilities for 

further studies?
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Teachers are experts in different fields:

1. Expertise in their own subject
- excellent knowledge of the subject
- an understanding of information and the nature of the field of 

information and
- an understanding of how new information is obtained
2. Pedagogical expertise
- encompasses planning the teaching
- the ability to take into account different types of learners
- good assessment skills
- command of good working practices
- the ability to control the psychological, social and philosophical 

conditions, etc.
3. The development their own profession
- ability to constantly develop oneself and
- to learn new information about the subject as well as pedagogical 

knowledge
- the ability to assess one’s own competence
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課題 

将来、科学の教師が科学を教

えるというとき、どのような課

題に直面するのか、考えてみま

す。ここでは、科学的リテラシ

ーということに関しましては、

非常に広義な意味で多才を育

てる教育というものが必要に

なる。今でも地方レベルにおき

まして、地方で何が起こるかと

いうことは、世界で起こること

と切り離すことができない非

常に重要な相関関係があるということを忘れてはなりません。 

そして、福祉や経済も非常に重要になります。経済的な生活というのはどのように変化

していくのか。また、仕事の性格も知的なリソースも変わっていくわけです。そして、文

化、環境の変化の影響。労働力、労働者というものがどのようにして革新というものが求

められる労働資源として育成されるか。コストパフォーマンスの高い形で行っていけるか。

このような人材の育成も重要になってきます。 

そして、最高レベルの科学的リテラシーとともに、職人的技能も必要であります。フィ

ンランドに関しましては、ますます高齢化が進んでいるということも事実です。また、若

年層がどんどん労働人口に入っていく。そして、消費者のニーズの変化とか、福祉消費の

変化といったものも加味する必要があります。科学・技術・知識、このようなものを組み

合わせて福祉技術というものの中で活用していく必要があります。グローバルとローカル

な環境の問題というものを理解し、ソリューションというものは、例えば、環境問題、水、

ごみ、廃棄物、エネルギー問題、

このような面で非常に重要な

課題になります。また、どんど

ん環境が変化していく中での

迅速な順応能力も問われるわ

けです。 

ほとんどのフィンランドの

国民というのは、テレビ・ラジ

オ、そして、新聞が最も重要な

情報源であると考えておりま

す。そして、多くの国民はイン

ターネットが最も重要な情報

 

Future challenges for scientific literacy
• Globalisation
• Welfare
• Changes in the nature of work
• Changes in people’s mental resources
• Changes in the cultural environment
• Global and local environmental issues must be 

understood, and solutions must be found to things like 
water, waste and energy problems.

• Faster adaptation to environmental changes is also 
necessary.
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• Most Finns consider the television and radio (93%) and 
the newspapers (82%) to be the most important sources 
of information.

• Internet
• Critical analysis of information in particular must be 

learned at an early age. The increasing amount of 
information makes both learning and teaching more and 
more interdisciplinary.
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入手元であるという表明を行

っています。分析を行ってみま

すと、情報に関して、できるだ

け早期に習得すべきであると

いう結果が出ております。そこ

で情報に関して学習、そして、

教育、その両方の側面において、

もっと、学際的に行っていく必

要があります。フィンランドの

科学の教育にとって、非常に重

要であるということです。 

科学教育の最も大きな課題

は現在の素晴らしい水準と、そ

れに伴って蓄積された優れた

調査結果を維持することが課

題になっております。同時に、

フィンランドの基本教育の課

題というのは現状をいかに維

持するかであります。そして、

確固たる全体的・総合的な教育。

基本的な科学技術の知識や情

報、コミュニケーション、テク

ノロジー、社会的なスキル、そ

のようなものを活用できる文

化人、社会人としての能力を培

う必要があります。ここでいわ

ゆるリサーチャーを大量生産

するということではなくむし

ろ健全な、ハッピーな国民を形

成することが重要になります。 

高齢化ということ。そして、

出生率が下がっているという

ことから、移民の数がフィンラ

ンドでは顕著に増大すること

が予想されます。現在、約 2

万 5,000 人が毎年フィンラン

 

Future challenges for science teaching

• The greatest challenge for science teaching in 
Finland is maintaining the current good level and 
the good survey results achieved through it.
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Creation of good civics
- a solid all-round education
- basic knowledge of science and technology
- the utilization of information and communication 

technologies and networks
- maintaining good health
- dialogic interaction skills
- communication skills
- cultural and social skills
The basic aim is therefore not the mass production of 

researchers, but to raise healthy and happy people.
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Increase in the number of immigrants
- students with immigrant backgrounds
- challenges to teacher training
- the producers of learning materials
- curriculum planning in general

Are the teachers and teacher trainers ready to 
encounter and utilize multiculturalism?
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ドに移住しております。外国人

はその中でフィンランドの人

口の 10％を形成しています。

移民の家庭から来る生徒とい

うのはヘルシンキ地域に集中

しております。移民の子どもた

ちの割合が増えているという

ことから、いかに移民の子ども

たちを教育するかということ

が教師の訓練の中にも大きな

課題として採り上げられてい

ます。 

カリキュラムに関してもプランニングによってはそうです。そして、教師の指導を行う

人たちも多文化主義というものをいかに有効に活用するかということが課題になっており

ます。現在、フィンランドの若者・子どもたちの 95％が基本教育というものを地方自治体

で得ることができます。非常に才能のある子どもたちというのは特別な支援を得ることが

できます。英才教育を受けることが同じ学校の中でできるようになっております。 

ここで課題というのは非常に大きいわけでありまして、このようなメンタルな、そして、

ファイナンシャルなリソースがどれだけ必要かということはまだ分からないわけです。リ

サーチがその面においてはまだあまりされていないということです。実際、どれだけ、英

才児のパーセンテージがいるかということもまだ調査が不十分であります。学校の中で、

非常に特別な才能を持っている子どもたちの教育に成功しているところがあります。しか

しながら、ここでは、このように非常に才能がある子どもたちというのは、通常の学校の

中でフラストレーションを感じるということがあります。そこで、これから先、教師の教

育に関しまして、特に少しおち

こぼれとか、このような子ども

たちに対しても少し変更して

いく必要があるということが

課題となっております。 

フィンランドにおきまして

は、あまり資源がない。財源が

さらに削減されるということ

が可能性としてあります。しか

し、この教育制度の中では限ら

れた資金は、効果的に使われて

います。この PISA の結果を見

 

Highly talented children and ones needing special support 
both attend same classes in the same schools

- Should the talented supported in basic school?
- How big percentile share of the highly talented are in the 

entire age group?

Current teacher training concentrates especially on helping 
poorly performing students, and in the future, this needs 
to change.
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In Finland, funds for the educational system are used 
effectively – good results have been achieved even with 
small resources.

The adequacy of research funding is also problematic, and 
probably the most important reason why talented young 
researchers choose not to stay in Finland.

Therefore the challenge is not only finding the most 
talented students in an average class, but also getting 
them to stay in Finland.
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るように、ティーチャー・トレーニングに関しましては効率よく、そして、コスト効果の

高い形で行っていくというプレッシャーがますますかかります。また、教育に対する資金

というものは、ここではさらに削減されないことを願っております。 

そこで非常に重要なことは、この才能のある有能な若いリサーチャーが、残念ながら、

このようなフィンランドから離れてしまう。頭脳流出があるという問題があります。最も

才能のある生徒をクラスの中でいかにとどめるかということに関しましても、これも課題

でありまして、フィンランドにとどまってほしいということであります。 

 

質疑 

 

質問者Ｅ 

 フィンランドの先生は、先生が何をどのように教えるかということに関して非常に自由

度が高いということです。それは、バックグラウンドとして優れた教員がいて、それを信

頼する社会があるということだと思うのですけれども、何にでもメリットとデメリットが

あります。想定されるデメリットとしては、例えば、隣の先生とある先生、教え方、内容

も全然違う。それをどう先生たちは調整したり解決しているのか。 

 二つ目は、科学者を育てるためには、いわゆる系統的な知識を教えるという方法も求め

られますけれども、その辺に関して高校の先生たちはどのように解決しているのか。 

 

ケスラー 

 最初ですけれども、確かにおっしゃっていますように、フィンランドの教師は非常に多

くの自由裁量を持ってやっていらっしゃいます。コアカリキュラムを使ってやっているの

です。それは基礎にはなっておりますけれども、自由度も大きいということです。後、ど

れがいい成績で、最終的にどのような形で評価するかということなのですけれども、この

目標的には同じ。つまり、すべての学校において先生に対しましても同じ目標と言います

か、そのようなものが設定されています。ただ、先生はそれぞれ自分自身の方法でそのよ

うな目標を達成するように生徒の手伝いをするのです。最終的な設定がされていますので、

最終的なゴールと言いますか、目標は同じです。生徒に対しましても、先生に対しまして

も同じ設定がされていますので、基本的には先生のほうで最終的にこの目標が達成するよ

うに生徒のお手伝いをするということです。 

すみません。二つ目の質問を、もう一度、お願いできますでしょうか。 

 

質問者Ｅ 

 系統的な知識を教えるということに関して、その自由度があるためのデメリットになる

かもしれません。それについて、先生たちはどう考えているか。あるいはどう解決しよう

としているか。一つ目と関連しているかもしれません。 



 

ケスラー 

 私も教師だったものですから、おっしゃるように、生徒が何をして、生徒たちが実際に

科学の知識をどう増やすかというところが最終的には重要なわけです。 

 

質問者Ｆ 

 本日のお話で子どものリテラシーの高さ、そのバックグラウンドとしての教師の質の高

さのお話はよく分かったのですが、一方で、午前中の有馬先生からの基調講演もありまし

たけれども、大人のリテラシーも、たしか 3 位だったと思います。子どものリテラシーの

高さがそのまま教育として身に付いた知識・経験というものが大人に成長しても反映して

いるのかと思います。子ども時代に学んだ科学的な知識とか、経験、科学的な考え方とい

うのは、大人になっても持ち続けているという理由というのはどうしてなのでしょうか。

個人的なモチベーションが高い。例えば、収入が高いというようなことなのか、あるいは

社会的なシステムとして、大人になってもさらに科学的な知識の蓄積であったり、あるい

は科学的な思考を学ぶようなプロセスが社会的なシステムとして存在するのか、どちらな

のでしょうか。 

 

ケスラー 

 内容をよくつかめていないところがあるのですけれども。確かにフィンランドでは大人

のほうの科学教育が非常に活発です。家族のほうでも、科学に対します興味があったり、

インフォーマルな科学と言いますか、そのようなものも非常に影響を与えているのではな

いかと思います。科学の重要さというものが認識されているというように思います。 

 


