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はじめに 

 カリキュラムの開発という

ことに関して、教育制度の中で

どのような問題があるのか。そ

して、そのとき、どのようにし

て日本でアプローチしている

のかということは、私のように

外国から来た者は、非常に関心

をひかれるのであります。カリ

キュラムの変化が、米国からそ

のまま別の国に適応できるとは思えないわけです。しかし、非常に参考にできるわけです。

私も、実際、あちこちでいろいろなところを参考にして学んで、そして、それをわが国に

おいて組み入れていくということはできるわけです。そのようにしてお互いに学び合える

ところは大であると思います。私は「21 世紀科学」のカリキュラムアプローチということ

をお話していきたいと思います。既に、実際にここでやるべきことのひとつは、科学的リ

テラシーの推進のために新世代のカリキュラムの教材をつくるべきであるとバイビー先生

もおっしゃっていました。解決策へのステップとしてそれは非常に参考になると思います。 

私のプレゼンテーションは

四つの部分からなっておりま

す。できるだけ簡潔にイントロ

ダクション、用語の明確化とい

う形で進めていきます。次に、

自伝的にどのようにしていろ

いろな実践に取り組む機会が

発生するのか、そして、その機

会を享受することが重要であ

るということを申し上げたい

と思います。続いて、「21 世紀

科学」カリキュラムをなぜ行う

のか、その構築・設計をどのように行うかというところに、時間をかけて力点を置いてお

話しいたします。そして最後に、簡単に幾つか初期の段階の成果を、まだ開発発展段階で

ありますので自信を持って確実にこのような実践的な成果があったということを申し上げ

る時点には時期尚早ですが、現時点での成果をお話します。 
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科学的リテラシー 

まず、科学的リテラシーであ

ります。最近、いろいろな文献

で広く使われている用語です。

いろいろな意味合いがあると

思います。カリキュラムのコン

テンツと、そして、どのような

ところに重点を置いているか

ということであります。 

ジョージ・デボアが 2000 年

に、次のように言っております。

科学的リテラシーという用語

が使われているときには科学

教育そのものについて語って

いる。そして、何百年もの間、

議論されていた、いかに科学教

育を若者のために向上させる

か、そして、改善するかといっ

たこと。それと同じ意味で使っ

ているのではないかというこ

とを言っているわけです。 

しかも、科学的リテラシーと

いうのは一般的な見解では、い

わゆる一般大衆の一人ひとり、

個人、個人が科学について知る

べきものというものを指して

いると言えます。そして、ここ

での科学の理解は、市民が必要

とするタイプの理解というこ

とであります。つまり、科学者

のみ、特定の人のみが未来の科

学者を含めて必要とするタイ

プの科学とは違うということ

です。ここで大きな区別をすべ

きです。 
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このいかなる社会におきま

しても、われわれの中でほんの

一部の人間のみが新たな科学

知識の生産者となるわけです。

いろいろなリサーチによりま

すと、われわれは新しい科学的

な知識や情報の消費者である

わけです。生産者になる者はひ

と握り。例えば、マスコミとか、

一般の情報、医師や歯医者、そ

して、企業からの情報、そのよ

うないろいろなところからさ

まざまな情報を科学的な知識及び情報という観点でわれわれは消費者の立場で得ることが

できるわけです。 

しかし、科学教育に関しまして、教育という観点から言うと、生徒がより賢い情報を使

用する消費者となるよう支援することが教育者の目的になります。ですから、ここで肝心

なことは、“全員”、“皆”であります。と言うのは科学者も含んでいるわけです。科学者、

科学ではないということを区別するのではないわけです。非常にエキスパートであっても、

科学者はひとつの分野で専門知識を持っていても、すべての科学分野において万能ではな

いわけであります。 

私は物理の専門ですけれども、何らかの科学の能力を持っているけれども、すべての能

力ではないわけです。科学的リテラシーを持っている人というのは、全米教育科学スタン

ダードに書かれておりますけれども、科学的素養のある人物はどういう人物か。「科学的素

養のある人物は、一般紙における科学に関する記事を読んで理解できる人。そして、その

ような記事における結論の妥当性について社会的な議論や話し合いができる。国家及び地

方機関の決定の根底となる科

学的課題を識別し、科学的、ま

たは技術的情報に基づく意見

を表明できる。また、科学的情

報の質をその情報源や方法に

基づいて評価できる。証拠に基

づいて議論したり、評価して、

そのような議論から適切な結

論を得る能力を持っている。」

このような特性を有する人が

科学的素養のある人と言える
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わけです。 

そこで、カリキュラムという

観点で考えた場合、何を目的と

するべきか。私が初めてではな

く、ピーター・フェンシャムや、

カナダの科学教育者等も言っ

ていることですが、学校の科学

カリキュラムでは二つの目的

を達成せねばならぬ。ひとつは、

基本的な科学的リテラシーを

生徒全員に対して提供する。そ

れと同時に、特定の少数派にと

って科学に熟達するための最初の段階を提供する。これは単に見ているだけでは実現しま

せん。この二つを別々にやる、異なった科学のコース・科目が必要なわけです。 

あまりにも長い間、両方がひとつのカリキュラム、ひとつのコースでできるというよう

に信じようとしてきたのですが、実は、それは非現実的なのです。それぞれうまく対応す

るには異なる種類の科学の講座が必要です。 

 

機会を生み出す 

機会というのは予期せぬと

きに発生するものです。私が、

最初、記事を書いたのです。そ

れがSchool Science Review誌

で発表されました。1996 年で

す。これは、国民にとって理解

しやすい科学カリキュラムを

目指してというタイトルで書

きました。第一目標とするのは、

科学の市民的理解。市民に理解

できるということです。これを

発表したら電話がかかってき

ました。 

この考え方を１年間の STS（サイエンス・テクノロジー・ソサエティー）選択科目の基

本として用いることはできるだろうかと言ってきたわけです。私は、トライしてみたらど

うですかと言ったわけです。そして、同僚と一緒に『一般大衆の理解のための科学』とい

う教科書を作成しました。 
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これは非常に反響がありま

した。多くの人たちがこの一般

大衆の理解のためということ

に関心があったわけです。そこ

で出版することで、明確にこの

メッセージが提供された。最初

はどのような本か懐疑的な人

も、実際に出版されたら非常に

好評であったわけです。科学者

からもレスポンスがありまし

た。非常に影響力のある科学者

からのフィードバックもあり

まして、そこから非常に類似し

たアプローチをより若年層の

生徒に対して広めるというこ

とにつながっていったわけで

す。つまり、機会を生んだとい

うことです。 

もうひとつ、ある基金が主導

しているセミナーシリーズで

ありますけれども、これが

『2000 年を超えて』という報

告書です。ジョナサン・オズボ

ンと一緒に作成しました。 

この報告書の中で言ったこ

とは、科学のカリキュラムは５

歳から 16 歳に向けた科学カリ

キュラムということで、主に一

般的な科学的リテラシーを強

化するための必須科目である。

そして、なぜ、必須科目にする

かということは、それは、もし、

何か真に 5 歳から 16 歳のすべ

ての子どもたちに人生の中で

このような科学を知っておく

ことが有益だということが立
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証されれば納得できるわけです。 

また、一方では、将来の専門

家のニーズも満たさなければ

ならない。どのように達成する

のかということです。科学的リ

テラシーコースということで、

生徒全員に対してできるだけ

柔軟なカリキュラムをと考え

たわけです。 

ここで、科学的リテラシーコ

ースを構築するために 15 歳～

16 歳に向けたカリキュラムの

変更ということが必要になり

ました。2000 年、イギリスにおける公的なカリキュラムの制定者である QCA は、15 歳～

16 歳の生徒用の柔軟なカリキュラムを開発し、より幅広い生徒のニーズに合った科学プロ

グラムづくりに取り組むことで、入札を実施したわけです。できるだけ広範囲な生徒層に

対して、さまざまな個人の多様な能力・関心に興味を持った子たちに対するプログラムで

す。私はそれに参加して成功したわけです。 

そのカリキュラムセンターはロンドンにありますけれども、そこで私が入札しました。

ヨーク大学の科学教育グループということでナフィールド・カリキュラムセンターが勝ち

取って、2001 年 2 月にレポートが提出されました。その後、パイロットトライアル（試行）

してほしいと QCA から言われたわけです。より柔軟なカリキュラムモデルですけれども、

この試行は、2003 年 9 月から 2006 年 6 月まで実施することが決定しました。 

 

新しいカリキュラムモデル 

ここで、そのモデルを説明し

たいと思います。これを始める

前には共通のパターンが学校

にありました。それは、ダブル

アワード、GCSE 科学というも

のでした。この GCSE という

のは試験でありまして、16 歳

のときに受ける試験なのです。

科学はダブルサブジェクト（2

資格科目）でありまして、授業

時間時数 20％であります。日
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本の中学 3 年～高校 1 年段階で受けるわけです。10％はシングルコース（1 資格科目）だ

ったのですけれども、ほかに別の能力を持っている者は、生物学・化学・物理学の 3 科目

を履修する者もおりました。 

これを二つのカリキュラム

モデル構成にいたしました。ひ

とつは、GCSE の科学。これは、

カリキュラムの 10％の時間を

当てることにしまして、一般的

な科学的リテラシーを強調し

たものであります。すべての生

徒が履修することにしました。 

もうひとつは、GCSE の追加

的な科学ということなのです

けれども、これは、概念的なこ

れまで使ってきた純粋な科学、

いわゆるプロのサイエンティストを育てるような時間であります。それに対しては 10％の

時間を費やすわけです。科目の内容ですけれども、ヘルスケアとか、医療問題とか、その

ようなものに焦点を当てたわけです。GCSE 科学という基本科目以外に、追加的な科学の

授業を設けたわけです。 

私は、ここで科学的リテラシ

ーにポイントを当ててお話を

いたします。サイエンスとか、

物理とか、化学等、上級クラス

に行きたい人たちは、もちろん、

この科学的リテラシーをとっ

た後に行くという形になって

おります。そして、GCSE の新

しいカリキュラムの中では、そ

れまでのGCSEだけではなく、

科学的リテラシーをもっとは

っきりと概念的に採り入れた

ものであります。また、科学と追加的な科学がありますけれども、これは今までのダブル

アワード（2 資格科目）の科学と似ているようなものでありますが、少なくとも、かつてよ

りももっと内容が豊かになったものであります。 

そのほかにいわゆる応用科学というものを入れたものもあります。これは、新しいオプ

ションでありますけれども、多くの学校がこれを歓迎しておりました。これは、実際、多
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くの学生にとって有意義な、そ

して、適した科学のコースでし

た。そのほかに、例えば、化学

とか、物理といったものを追加

したコースもモデルの中には

あります。 

試行として、2003 年 9 月か

ら 78 の学校で試験的に始めま

した。私たちは大変幸運であり

まして、これに対しまして、さ

まざまな基金をいただくこと

ができたのです。そして、また、

この試行実施学校におきまし

て、教師たちへの研修を行うこ

とができたのです。 

また、オックス・フォード大

学のある一部の機関がパイロ

ットに参加いたしまして、この

コースが終わったところで認

定証を与えることができたわ

けです。そのような機会があっ

たわけなのです。 

 

科学的リテラシーを育成する

コースの設計 

科学的リテラシーのコース

を、どうやってデザインするか

ということであります。まず、

いわゆる科学するというやり

方、考え方を、道具として、ス

キルとして生徒たちに教える

わけです。そして、生徒たちは

そのようなツールとかスキル

を使って、実際の生活で見付け

られるさまざまな科学的な要

素に対して調査をしたり、解釈
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developed by Twenty First 
Century Science project
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したりするわけなのです。内容と言うのは学校の新聞でもいいですし、一般の新聞でもい

いです。そのようなところから内容を探し、生徒たちがそこから科学的な要素を見付けて

やるわけです。インターネットを使って科学的要素を探している姿も見られます。 

では、毎日の生活の中で、ど

のような問題に直面するのか

という話をします。例えば、特

徴としては、マスメディア、ま

た、新聞の中で見られることは、

いわゆる健康問題だとか、医療

問題、環境問題です。これは盛

んに出てきます。物理に関係す

るものとか、遺伝子だとかに関

しては、それほど出てきません。

一般的な市民が見るには難し

いのかもしれません。 

そして、また、たくさんの要素があります。例えば、香水の中にもリスクが入っている。

香水の中に入っている原料によって子どもがぜん息を起こすとか、そのようなリスクがあ

ります。そのようなことも含め、子どもたちはそれを調べるようになっております。 

今度は、相互関係と原因です。

そのようなことに関する主張

があるわけなのですけれども、

それをまた探っていくという

ことであります。そのほかに、

科学とか、テクノロジーが関係

する問題だけではなく、そのほ

かのさまざまな倫理的な知識

だとか、経済的な知識、政治的

な知識も必要とする。そのよう

な課題もあるわけです。そのよ

うなものを学生たちが全部見

ていくという形になります。 

では、私たちがそれをどのように使っていくかということですけれども、もちろん、扱

っていくためには、まず、科学的な科学するための考え方だとか、説明というようなこと

も、もちろん、重要でありますけれども、それとともに、いわゆる科学自体の理解という

ことが重要であります。それは、どのようないわゆるエビデンスを使ったらいいのか。実

際に科学的な探究をするためにはどのような方法と手順を踏んだらいいのかということで
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す。そのようなことも全部含め

なければいけません。 

その次に、学生たちが身に付

けなければいけないのは、科学

的な説明であります。それは科

学の単位です。それに、まず、

焦点を当てるということであ

ります。例えば、新聞記事であ

りますけれども、これは科学と

社会との関係を言っておりま

す。科学も社会に影響しますし、

また社会も科学に影響するわ

けです。そのような関係。これを追求していくのが私たちは科学的な説明と言っているわ

けなのです。 

また、科学する内容をきちんと分かっていくということ。例えば、化学的な反応です。

原子が再編成されて起きることでありまして、必ずしも原子が新しくつくられたり、破壊

されたことによって起きるものではないというような、化学の単位が分からなければいけ

ません。そして、また、遺伝子の理論も分からなければいけませんし、進化理論というこ

とも分からなければいけません。 

そのような科学のいわゆる大まかな考え方です。一般的には共通された考え方というよ

うなことは、もちろん、分からなければなりません。そのほかに、さまざまな現象に対し

て定性的な理解をしなければいけません。つまり、私たちは、この科学的な説明という中

では、特別、具体的なものではなく、一般的な社会人として求められるレベルのところま

での科学的な説明能力がなければいけないということであります。 

次に、いわゆる科学をすると

いうノウハウと言うか、科学を

する仕方です。このようなこと

も分からなければいけません。

どのようなことかと言います

と、データというのはすべてが

不確実性を持っているわけで

す。ですから、そのデータの品

質というものをきちんと調査

しなければいけません。それが

科学するやり方であります。 

それを人が相関関係や原因
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• Aim for a broad, qualitative 
understanding

• Depth of treatment: only as 
much as a citizen requires
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tentative

• appreciate the important role of the scientific 
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に対して主張する場合、それを評価することができなければいけません。変動要因、また、

さまざまなグループを比較したり、サンプルをマッチングしなければいけません。そして、

さまざまな証拠をさまざまな説明から分離して考えなければいけません。 

説明と言いますのは仮説的なものが多いわけです。例えば、学術論文です。その中でさ

まざまな主張をきちんと調査するわけなのです。そのようないわゆる専門の科学者の集団

の役割についてもよく分かる必要があります。 

また、リスクでありますけれども、例えば、リスクに対するデータをきちんと解釈でき

なければなりません。また、リスクと一緒に利点に対しても、そのようなものが含まれた

ものの結果、どのような経過があるかということに対しても解釈できるようにならなけれ

ばいけません。また、サイエンスを具体的に応用した後、発生する問題に対しても認識し

なければいけません。そして、ほかの方々が発表した意見に対しても評価できるようにな

らなければいけません。 

このような問題に関して、私

たちは必ずしもすべて正しい

答えができるわけではありま

せん。人によっては、それが間

違っていることもあります。ま

た、他人がより良い考えを持っ

ているということもあります。

そのために、科学におきます規

律というものを身に付けてい

なければなりません。 

そして、学生たちにそのよう

な興味を持たせるため、私たち

はモジュールというものをつ

くってきました。科学をすると

いうやり方も含め、また、科学

的な説明というものを組み合

わせたモジュールをつくって

きました。それでコースをつく

っていきました。だから、先生

は１・２・３・４というモジュ

ールを使い、そのうちの二つが

科学的な説明。もう二つが科学

に関する考え。これらを組み合

わせた形でモジュールをつく
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っていくわけです。 

なぜかと言いますと、モジュ

ールで選択されたトピックで

す。これにおきまして生徒たち

の興味をひくかどうかと決め

ることが多いから、このような

モジュール体系にするわけで

す。そのモジュールの中には生

物の要素が入ったもの、または

物理が入ったもの、化学が入っ

たものという形で、さまざまな

組み合わせをするわけです。あ

くまでも生徒の興味を引き出

すためのものであります。12

レッスンが最高のレッスンの

数とします。それに合わせまし

て、教科書とか、さまざまな資

料とか、さまざまなワークシー

ト等、また、電子データを使い、

資料等も使ったりするわけで

す。PowerPoint、ビデオを使

った、そのようなやり方で教え

ていくわけなのです。先生方に

対しては、このようなことがで

きるように、さまざまなサポー

ト資料というものを提示する

わけです。 

従来のコースとどのように

違うのでしょうか。実務的な結

果というのはどのような成果

が表れているのでしょうか。科

学ということに関して、これま

で見たり、聞いたりするものよ

りもより明確なものであり、よ

り内容も拡張したものである

と思います。 
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Module titles

• You and your genes B

• Air quality C

• The Earth in the Universe P

• Keeping healthy B

• Material choices C

• Radiation and life P

• Life on Earth B

• Food matters C

• Radioactive materials P

• Detailed teaching 
scheme to show how 
each module can be 
taught in 12 hours of 
lesson time

• This allows time for 
extension, and for 
coursework tasks

• Supported by textbook, 
photocopy masters, 
ICT resources
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read about, out of school
• Some new content

• risk
• evaluating claims about correlations and risk factors
• clinical trials

• More emphasis on Ideas about Science
• in the context of evaluating scientific knowledge 

claims
• More opportunities to talk, discuss, analyse, and 

develop arguments
• about science 
• and about its applications and implications
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コンテンツに関しても通常のレベルでの科学の中身を超えたものです。中には、リスク

要因に関する評価の仕方、臨床試験。このようなことも含まれています。新薬に関して、

ひとつのグループに対して比較試験を行うかとか。科学に関する考えが非常に重要です。

臨床試験の手法をぜひ国民に知らせたい。しかし、学校でなかなかそのようなことは言及

しない。そのような実際の社会に根ざした内容を入れます。 

生徒たちにもっと科学を話し、議論し、そして、議論を分析し、それをクリティカルに

討論するという機会を増大させます。科学について語ること、問題について語り合うこと

が非常に重要なのです。これは、大人になってからもその習慣というものを継続すること

ができるからです。つまり、学校を卒業した後も科学に関して議論したり、話したり、科

学的な思考ができる。これは、突然、大人になってできるわけではないわけですから、習

慣を子どものときからということです。 

 

試行から得られた成果 

試行が終わりましたら、今度、

大規模な展開になるわけです。

試行の期間でいろいろな証拠

が得られております。われわれ

の方で内部評価を行いました。

試行プログラムに参加した教

師の意見と見解です。さまざま

な場面でデータを収集したも

の、教師たちのインタビューか

ら得られたものです。この詳細

については、私が 2 年前に出版

しました、International 

Journal of Science Education

の論文をお読みになっていた

だければと思います。 

主な結論ですが、二つありま

す。ひとつは、次のスライドの

サマリーです。ジョン・ホルマ

ン氏が「21 世紀科学」に関し

て、その結果ということで、今

朝言及された内容に準じてい

るわけです。試行段階というこ

とは、まだまだ、コースの発展
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Pilot teachers’ views

• Data from Questionnaires completed by 
pilot school teachers

Millar, R. (2006).  Twenty First Century Science: Insights from the development 
and implementation of a scientific literacy approach in school science. 
International Journal of Science Education, 28 (13), 1499-1522.
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の初期段階です。しかし、ここ

で教師のコースの使い方が時

間の経過とともに変わってい

ったということです。非常にそ

れによって役立つと感じるケ

ースが時とともに高まってい

った。また、この評価に関して、

コースの科学的リテラシーに

評価が集中したわけです。そこ

で主要な結論。試行学校の教師

のほとんどは科学コースが非

常に成功している、あるいは成

功しているというように評価

しております。生徒の科学的リ

テラシー向上に関して、大変肯

定的な評価が出たわけです。例

えば、もっと明確に生徒の自主

体験と関連づけているし、ディ

スカッションが多くなったし、

生徒個人の考え方・見解をより

強調した手法になっている。ほ

ぼ全員が科学の授業における

生徒の反応が良くなった、非常

に良くなったという評価を出

してくれました。 

ここで、その理由を考えたのですが、日々、科学の授業のコンテンツが日常生活に非常

に関連づけられるということに効果があると思うのです。そして、少し時間をかけて新聞

の中でのいろいろな問題とか、例えば、三種混合ワクチンに対する誤解等々とか、科学の

真の理解がいかに必要か。現実問題につなげていくわけです。そして、この倫理、倫理的

な問題ということです。倫理的問題を内包して市民とのつながり。そして、このような中

等教育の中で事実を並べる内容よりも科学の概念に重点を置いているわけです。 

このような科学に関する考え、概念ということについて、一連の学習スタイルとスキル

が必要であり、自立した生徒の学習を促進するということであります。そして、積極的に

質問をする生徒の数が増えたという結果が出ております。テレビで観た、新聞で読んだの

だけれども、これは何なのだろうということを活発に質問する生徒の数が増えたと言って

おります。 

 

Main findings

• Most pilot school teachers thought the core 
Science course was successful, or very 
successful, in improving students’ scientific 
literacy

• Most thought it was significantly different from 
previous science courses
• Relates to students’ experiences
• More discussion
• More emphasis on students’ ideas and views

• Almost all thought their students’ response in 
science classes was better

 

Main findings

• Most pilot school teachers thought the core 
Science course was successful, or very 
successful, in improving students’ scientific 
literacy

• Most thought it was significantly different from 
previous science courses
• Relates to students’ experiences
• More discussion
• More emphasis on students’ ideas and views

• Almost all thought their students’ response in 
science classes was better

 

Positive features 
(teachers’ views)

• Everyday relevance of content, up to date, links to 
science in the media
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• Less emphasis on factual content, more emphasis on 
Ideas about Science

• Range of learning styles and skills required; encourages 
independent learning
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もちろん、課題もありました。

驚くべきことではないのです

が、読書量が多い、そして、言

語力の要求度が高い資料が多

かったということです。特に、

その辺の読解力が弱い生徒に

とっては厳しかった。学習が遅

れていると、ディスカッション

をいかに管理するか、収拾がつ

かなくなって大変だったとい

う先生の声もありました。 

生徒に活動の中で理由を考

えることが必要であることにいかに気付かせるかということ。お互いに意見をちゃんと客

観的に聞く。そして、理にかなった形でディベートする。ただ、わいわいやるだけではな

く、すべて利用可能な時間内に組み込むかという問題。そして、どのようなリソースを使

うか。新たな資料はどのように、何がいちばん重要で本質的なことか。この辺のところが

課題ということで挙げられました。 

そのようなフィードバック

に対して、われわれが行ったこ

とです。試行学校に対して、新

しい読書量がより少なくて済

むような教材を開発する。そし

て、より実際的な活動を加える

とか、先生の手に追えないとい

うことではなく、負担を軽減す

る。また、評価過程の幾つかを

簡略化し、少し評価量を減らす

ようにする。そのようにすると、

教師の評価量を減らした結果

の管理の負担が軽減される。このような改善を行っていきました。 

 

 

Challenges identified by teachers

• Amount of reading and language demand of 
resources, especially for weaker students

• Managing discussion activities in class

• Students find activities which require them to reason 
and debate challenging

• Fitting everything into the time available

• Finding your way around new resources; recognising 
what is essential
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modules
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procedures and reduced the amount of 
assessment to make this more 
manageable
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このような評価に加えて、三

つの外部団体に委託して評価

してもらいました。それは生徒

が何を学習したかということ。

他の科学コースを受けている

生徒との比較。2 年前のコース

との比較。このような比較をし

てもらいました。教師の見方や

生徒の見方。科学コースの実施

状況に関して比較対称になる

グループを認定するのが難し

いわけです。パイロットスクー

ルの場合、新コースに入れるの

にいちばん優秀な生徒を入れ

るとかいうようなことがあり

まして、なかなか比較が難しい。 

そこでもっとディスカッシ

ョンをして、科学的なリテラシ

ーに関して生徒が過去よりも

コアサイエンスの理解が減っ

たというような議論があった

としたら、もっと評価する必要

があると思います。いろいろな

外部の評価をお読みになりた

いということであれば Web サ

イトが公表されていますので

参照してください。ここにアド

レスがありますので、ぜひ参照

していただきたいと思います。

この評価レポートは Web サイ

トではナショナルというワー

ドをクリックしてください。次

にバリエーションをクリック

すると出てきます。 

外部評価の結果をまとめて

みます。一般的に教師・生徒の

 

External evaluation of pilot: 
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• Student learning compared with other 
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• Students’ attitudes towards science and 
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• The classroom implementation of the 
Science course
• and teachers’ and students’ views of it
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• Generally positive teacher and student 
response
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反応は肯定的であったという

ことです。サンプル数がわれわ

れの調査よりも外部評価のほ

うがずっと大きかったわけで

す。生徒は科学についての読書

において、より高い興味を示す

ということが分かりました。概

念的な理解のレベルは少なく

とも伝統的な従来のコースと

より似通ったレベルでした。教

師がコースの意図をより良く

理解して、新たな教育スタイル

に対して自信を深めるために

は、継続的な支援・研修を必要

としているということが結論

付けられています。 

新たな教育スタイルという

ものを身に付けるのに自信を

深める必要がある。その支援で

す。そこで、コースの仕様書が

改訂されました。2006 年から

は、すべての「21 世紀科学」

が改善されて第二版というこ

とです。同時に QCA、政府の

機関のほうで、これがまさに国

家のカリキュラムの向上にな

るのだというように言ってお

ります。 

第二版では、科学のコースに

二つのレベルがあります。基礎

レベルと発展レベルと違うよ

うに分けております。発展レベ

ルのほうがより読解力が高い

年齢層に対するものです。 

2006 年 9 月以降、学校や先

生が、カリキュラムを採用でき
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textbook with different reading levels (Foundation
and Higher)
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るということになっています 2 か年が経過した段階で、約 1,100 校、イングランドの公立

学校の 25％が「21 世紀科学」を採用しているというデータが出ております。四つの GCSE

の仕様書のひとつを選べます。困難かもしれませんけれども、ここでは最も革新的だと見

られています。12 万人くらいの生徒がこの科学的リテラシーのコースを受けている生徒数

であると言われています。 

さて、われわれが学んだこと

は何か。少なくとも、科学的リ

テラシーのカリキュラムの意

味合いということに対してよ

り良く理解を深めることがで

きたと思います。そして、この

ような教材が国民に、そして、

科学教育者全員、国際的コミュ

ニティに提供できたと思いま

す。 

必ずしもわれわれのやり方

が正しいからということでは

ないのです。ひとつの例としてこれを皆さんが試してみる機会だと思います。試してみて、

ここの部分はいいね、ここは良くないねという形で選んでいただく。ひとつのエンジニア

リングであります。ひとつのプロダクトをつくるときには、それを評価する必要がありま

すから。また、学ぶということからは、科学の本質というものを科学カリキュラムに自然

に組み込んでいく必要があります。多くの人が別々の要素としてではなく、科学的なコン

テンツ、内容と統合した形、科学の本質という形で非常に重要なアイディアを組み込む必

要があります。 

このような一般市民の社会

でのさまざまな問題を統合し

ていく。多くの教師と生徒、特

に専門性の高い人々は非常に

肯定的でした。もっと面白い、

もっと関心をひく。そして、ひ

とつの学校では、より広範囲な

知識を得ることができる。肯定

的な反応を示しています。 

しかし、成功させるためには

教師のための支援、ＳＰＤがか

なり必要です。教師が革新を進

 

What have we learned?
• A better understanding of the curriculum implications of 

‘scientific literacy’
• We learn by trying to put our ideas into practice

• How to bring the ‘nature of science’ into the science 
curriculum

• Not as a separate element, but integrated with science content

• That many teachers and students respond very 
positively to a ‘scientific literacy’ approach

• That considerable support and training for teachers is 
needed to make it work well

• That assessing it through written examinations is still 
problematic
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• Dealing with the reaction to ‘scientific literacy’
• From some sections of the media and the scientific 

community who see change as ‘dumbing down’

• Criticisms often based on little real knowledge of the 
course, or the school context
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めるためには教師の教育・養成というものが非常に重要です。そして、中には、かなり支

援しているところとそうでないところがあります。教師というのは学校を転々とする場合

があります。新しい学校に行っても、そこの学校で組み込まれているコースに対してあま

り理解できないという場合もあるわけです。また、科学的リテラシーの評価というのはあ

まり容易ではありません。国家の試験を行っても、評価は決して容易なことではありませ

ん。筆記試験で評価するのは、それなりに問題があります。継続したプロジェクトを教師

が評価するのですが、生徒たちも、先生にとっても、厳しい試験とかよりも、いちばんカ

ンファタブルな形で評価することが必要です。筆記試験を通しての評価をどうするかは未

解決です。課題、実行面、評価面においては、教室における実施状況をわれわれの構想に

近づける必要があります。 

 では、コース目標を反映し、より良い指導法を促す評価法が開発されるかどうか。優れ

た教育や手法は何か。そうでないものはといったことを評価する必要があります。また、

ジョン・ホルマン先生がおっ

しゃったように科学的リテラ

シーに対する反応への対応。

メディアの少数派の人たちは、

このような変化をいわゆる水

準の低下だというようにみな

す声もあります。批判される

場合もあります。しばしばこ

のようなコースや学校の状況

について、実際の姿をあまり

知らないで先入観で書かれた

り、言われたりしていること

があります。 

 では、ここで、ほかの教師

からのコメントを紹介いたし

ます。ひとつは、E メールと

いう形でいただきました。試

行が終わりましてから、いた

だいた E メールです。 

「21 世紀科学」を教えるの

は難しく、教師は実践的な活

動を行うためによりクリエイ

ティブでなければいけません。

ICT にもっとアクセスする必

 

Letter from a pilot school
Head of Science

“Twenty First Century Science is harder to teach, 
you need to be more creative in producing 
practical activities, you need more access to ICT 
and the coursework takes a good, strong 
teacher to manage well.  But from the eyes of 
students it is a universe ahead of anything else.”
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The final activity in P3 Radioactive Materials saw groups furnished 
with identical information about potential replacement power 
stations considering that nuclear power stations built in the 50’s 
and 60’s are coming to the end of their life.  If I was to write a letter 
to the Prime Minister advising him what to do, what would I say?

It was wonderful.  As if by magic seven groups reached seven 
different conclusions, all based on exactly the same evidence.  
When I asked what they would suggest we do, Lee put his hand up 
and said: “I think that we should tell him that everyone in the 
country should have to do an exercise such as this so that they 
would understand the complexity of the issue.”

Marvellous.

Helen Reynolds, Gosford Hill School, Oxford 
in Institute of Physics Education Group Newsletter, February 2008
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要があるし、そして、コースワークは素晴らしくて、強い教師にとってこそうまく働くも

のです。しかし、生徒たちから見れば、目からうろこなのですということであります。 

もうひとつの例でありますけれども、放射性物質の学習では、50 年代・60 年代に建てら

れた原子力発電所が寿命になっていることを受け、それに換わる発電所についての情報を

各グループに提供しました。そして、もし、私がどうするべきかアドバイスを書いて送る

とすれば何と書くかと生徒と考えました。そのようにしたら、そこで、ある生徒はこう言

いました。これを彼は首相に言うと言っているわけです。これは、私たちがやったような

課題を国じゅうの皆さんがやるようにすればいい。そのようにこの生徒は言いました。こ

れは素晴らしい回答だと思います。 

 

質問者Ｇ 

 先生は物理学で博士号をとっていらっしゃいますし、教育学の人だとか、あるいは海外

の教科書を見ているとサイエンスライターの方々が参加しているケースもよく見られます。

その中で、今回のプロジェクトでどのようなメンバーを集められたかということをお聞き

したいと思います。あるいはどのようなメンバーがいるといいと思われるかということを

お聞かせください。 

 

ミラー 

教科書はさまざまありましたけれども、3 人から 4 人がかかわってきました。プロジェク

トチームの 1 人が学校だとか、大学だとか、教育部門でかかわった人たちであります。も

ちろん、さまざまなサイエンスのトピックがありますけれども、カバーしていますサイエ

ンスのトピックに関しましては、サイエンスのさまざまなアドバイスを聞きました。さま

ざまな歴史的な事件だとか、そのようなことがありましたら、実際、コメントを聞きまし

た。ですから、そのような人たちは実際にテキストブックを書くという作業にはかかわり

ませんでしたけれども、実際に草案を書いた段階で彼らの意見を聞くという形にいたしま

した。例えば、科学の特性の問題だとか、そのようなものが本当に正しく書かれているか

どうかということで、サイエンティストからの意見を聞いたのです。 

 

質問者Ｈ 

 このシンポジウムでチャレンジ・オブ・チェンジと言いますか、変革のための挑戦と言

いますか、今までチェンジをしてきたということに対して、変わることを嫌がる人。つま

り、この部屋にいらっしゃらない方々に対して、われわれはどのようにアプローチをした

らいいか。そのようなことで、ロビン・ミラーさんのご経験で、ここまで変革をしてきた

中で、一説によると、学校の先生がいちばん変革が嫌いだというような本も書いたことが

あるようなことも聞いておりますので、そのような人たちに対してどのようなアプローチ

をしたか。そして、何が効果的だったのかと言うことを可能な範囲でお答えいただければ



と思います。 

 

ミラー 

 そのような変化を嫌う方々に対応する方法といたしましては、その人たちに対して変革

というのが魅力的なものだということを教えるために、例えば、いろいろな事例をつくっ

ていくのです。つまり、実際にもっとはっきりとした形でこれがどのように機能するかと

いうことを見せていくわけです。これによりまして、このような反対意見をもっと抑える

ことができると思います。また、自分たちが、今、心地いい状況から、または、今の状態

からほかのところに移る。そのところが変わっていくことを嫌う人たちがいるわけなので

す。また、それぞれの領域に自分たちが好むところ、得意とするところがあるわけで、そ

のようなところから、自分たちが、また変わっていかなければいけないわけなのです。 

ひとつの理由は、学生たちが、例えば、自分たちが学校で学んだサイエンスというもの

が実生活と全く関係ないとか、そのような感情を持っているわけです。ですから、私たち

が教育することと、そして、学生たちが学びたいこと。そのような環境のギャップ等を指

摘して、それを実際に私たちの教育システム、やり方を変えていかなければいけないとい

うこと。そのようなことをきちんと嫌う人たちに対して話し合うことが必要だと思います。

そうすることによって、もっと理解が深められるのではないかと思っております。このよ

うな変化を嫌う人たちに対し、まず小さいことから始めるわけです。そして、それに同意

する人たちを少しずつ増やしていくことです。そして、もし、その考え方が良ければ、そ

れを進めていくことが私はいいと思います。そして、変化しようとする勢いを引き続き持

っていくわけです。 

 

 
 
 
 
 
 




