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「21 世紀科学（21st Century Science）の指導」 

ヒュー・ウィリーツ（イギリス、セトルカレッジ理科主幹教諭） 

 

私は、北ヨークにあるセトル

カレッジという 13～18 歳の工

業専門学校で、「21 世紀科学」

を教えています。「21 世紀科

学」というものに 初から参画

しており、2003 年からずっと

教えております。後、すべての

生徒にこの学科を教えており

ます。 

 2005 年におきまして、私は

OCR（資格授与機構の一つ）の

主任試験官にもなっておりま

して、生物学の試験に関しまし

て、私はそれを監督しておりま

す。このコースの内容に関しま

しては、評価には十分に反映さ

れておりません。当然、教師の

ほうは、評価ということを頭に

おきながら教えますので、この

科学的リテラシーというもの

が評価にも反映されることは

非常に重要になってまいりま

す。後、試行実施（パイロット）

には経験のない方が参加するよりも、実際に教える先生が作ったり、もしくは評価をする

ことが大事です。 

私は教師に 1989 年になったわけですけれども、私たちは生徒に科学の重要性というもの

を知ってほしいと思ったわけであります。学校を卒業するに当たっても、この科学的なも

のに関しましては、当然、生活に関係してきますので、非常に大事ですので、学校におい

ても、そのようなものを勉強していくといいと思いました。そのような技術と言うか、知

識は必要だと思います。私は教師として、一生を通じて大事なものを生徒に教えたいとい

うように思ったわけです。 
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ダブルアワード（2 資格分履

修）という形のコースは、私の

思っているものほどいいもの

ではありませんでした。生徒と

しましても、落第したわけでは

ありませんですけれども、自分

の人生の中で十分関係してい

るものにはならなかったと思

っておりまして、あまり楽しい

という形で思いませんでした。

これにつきまして、よく受ける

質問がありまして、「どうして、

このようなことを学習しなければいけないのですか」ということを聞かれるわけです。そ

のとき、私が言いますのは、あまり言いたくないのですけれども、試験要綱にも入ってい

ますし、試験にも出ますからという形です。これを覚えないとあまり成績も良くないでし

ょうという形ですので、あまりいい答えではないのですけれども、そうせざるを得ないと

いう部分がありました。ですから、私が聞かれた質問がどのように変わっていく必要があ

るかということです。一緒にやっている 6 人くらいの先生がいるわけですけれども、その

とき、例えば、10 分間で話をすると、大体、これはいいですねという形のものになります。

つまり、話をしている内容につきましては、ほとんど合意はできていますので話は簡単に

通じるわけです。 

 私が、今、思うに、生徒の期待に応えられていないという、無理矢理押し付けている形

になっているのです。ですから、生徒が楽しんでやるという形のものに十分なっていませ

ん。原子力発電所の話についても十分に生徒に話ができません。例えば、昨日のニュース

を見てどう思いましたかという形で聞くわけですが、本日は、それをやらなくて、違うこ

とをやるのですという形になって、非常に残念です。生徒がそのようにやる気が出ている

のに、それをうまく使えないというのは非常に残念なところがあるわけです。 

2003 年にこの「21 世紀科学」のコースを始めたわけですけれども、いろいろなコメント

が出ました。このコースはどのくらいの時間がかかったのかです。私は、パイロットのと

きには、教師として、このようなものを使って教えていくことは、自分の教職の中でいち

ばん楽しかった時期だというように思っています。非常に教師をやってよかったと思う瞬

間でございました。 

なぜ我々が試行に参加したか？

 我々が教えていたコースへの不満

 我々が教えたことが生徒の意欲を喚起しないという認識

 「先生、なぜこんなことしないといけないんですか？」

 答え：「テストに出るからです」

 旧カリキュラムは科学的な諸問題に取り組むことの準備
とはならない
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基金からいろいろなリソー

スというものをもらいまして、

OCR からもいろいろな機材も

いただきました。後、ICT につ

いてもご協力をしていただき

ました。2～3 週間後、これが、

今までとどう違うのかという

形の話が出てきたわけです。わ

れわれのやっている内容とし

ましては、非常に難しいものも

ありました。実際、議論をうま

く引っ張っていきますが、難し

いものもありました。 

後、演習ブックを非常に違っ

た形で使いました。教え方とい

うのは、実は、科学的な事実と

いうものでやっていたわけで

すけれども、生徒のほうも、当

然、「科学に関する考え」のよ

うなものを教えるときには、た

くさんのノートをとらないわ

けです。「科学に関する考え」

というのを、理解させないとい

けないわけですけれども、ただ、

実際には、いろいろなノートを

とるよりも考え方をまとめる

というほうが、もっと大事なわ

けです。ですから、前と非常に

違ったことをやっていたわけ

ですけれども、その違いという

のは、ひとつには、「科学に関

する考え」、科学的リテラシー

と言いますか、このようなもの

は非常に違っています。つまり、

「21 世紀科学」は、非常に前

と違っていました。 
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試行とその後
第一印象

 資源

 活動

 練習帳

 これはとても違う何かだった

科学に関する考え

 学習展開案への統合

 IaS「科学に関する考え」の指導を系統立てる挑戦



「21 世紀科学」におきましては、科学は何かということの考え方は、当然、教え方にも

大きくかかわっているわけです。大事なのは、多くの先生はパイロットに参加していない。

あまり新しい教え方というのは乗り気でなかった人が多かったようであります。あまり慣

れていない教え方ですから、それはそうです。残りのコースもまた違う仕方。新しいコー

スをやる場合にも、当然、前にやったところもバランスをとっていく必要があります。後、

トレーニングというのは非常に大事です。このパイロットにおきましても、当然、トレー

ニングというのは必要だったわけです。その後のことも、当然、レビューと言いますか、

これも大事です。 

 もう、2～3 点、お話したいと思います。それによって、実際にどのような形で教えるか

ということが分かると思います。どのように教えているかということを言います。 

科学的リテラシーの話です

けれども、まず科学についての

意思決定です。科学的にという

形で行わないといけません。科

学自身がつくった問題点も中

にはあるわけです。科学の授業

では倫理は教えませんけれど

も、中には、倫理的な枠組みと

いうのも、当然、必要になって

きます。生徒のほうで、正しい

決定を下すと言うか、これは、

多くの方にとっては、利益を得

るための決定を下す必要があるということです。ただ、そうではないという意見を持って

いる人もいると思います。 

いろいろと難しいポイントがあります。例えば、ほかの人がリスクをとっている、それ

ぞれリスクがあっても、その人が利益を得ているのはおかしい、不公平だという点もあり

ます。このような形で実際に生徒に導入するのです。例えば、倫理に関してどう思うかと

いうこと。 

例えば、携帯電話に関して、これはいいのか、悪いのか。当然、生徒は、携帯電話が非

常に好きでありまして、授業が始まる前に切ってくださいと言うわけですけれども、何で？

と発言する生徒もいるわけです。このようなところも、当然、倫理との関係です。自分と

関心がつながる問題でもあります。そのような形で導入すると、うまくいく場合もありま

す。 

 これはワクチンの話ですけれども、それを始める前に、先ほど、ホルマン先生が言った

ように、これは、いわゆる正統的なサイエンスであります。つまり、正しい科学的な理解

が必要です。生徒のほうでも 初に病原菌とか、どのように免疫がはたらき、そして、病

科学に関する考えの諸例
科学についての意思決定

倫理

倫理的フレームワーク

 正しい決定とは大多数にとって益となるもので
ある

 自然に反していたり誤っている行為もある

 自分では避けておりながら、他の人たちが負っ
たリスクから自分ひとりが利益を得るのは不公
平である



気が広がることをどうくいとめるかという理論も、当然、勉強します。そして、イミニテ

ィ、免疫性がどうなるかを勉強します。抗体によって将来的に病気にならないという免疫

性の話も、その前にしているわけです。このような簡単な知識というのを、まず勉強して

から、その後で、この倫理の話をするわけです。 

ワクチンは、イギリスでも非

常に大きな問題でして、報道陣

にこれは大きく報道されたこ

とです。12 人のそれぞれの個

人の話を見まして、ワクチンを

したらいいか、どうかというこ

とでパニックが起きました。自

閉症につながるという話が出

ていまして、それによって大き

なパニックが出てきたわけで

す。ジョンさんが昨日おっしゃ

ったように、ワクチンを受ける

かどうかという形の問題が出ています。これによって実際に、はしかにかかる可能性が増

えてしまうという形の話もしました。 

ここでは 2 人のお母さんがいまして、1 人は、子どもにワクチンを受けさせたいというお

母さんです。もう 1 人のお母さんは、それは反対する。ほかの人が受けるのはいいのです

けれども、リスクをとりたくないと考えています。実際には、はしかは起きないので、受

けないほうがいいと考えています。自分がどのようなクラスに属しているかということも

関係して、このようなものを読んで、それぞれ自分はどちらがいいかという形でやって、

あまり読むのが得意ではない生徒がいる場合には、よく理解のできる生徒を前に呼んで、

芝居みたいな形でしてもらって説明するという形でやります。 

そして、このような形の 2 人のお母さんがいますけれども、どちらのほうに利益がある

かという形です。生徒にこの話をしたとき、小さなグループで話をさせ、全体ではやりま

せん。一斉ではやりません。小さなグループでやっていきました。そのようにすると安心

感と言いますか、いろいろな考えを出しても心配しないでアイディアを出せます。考え方

を共用して議論をしていくわけです。そして、いろいろな状況、倫理的な話をいろいろと

研究しまして、どちらが正しいか、いろいろな意見、中身のポイントといったことが、だ

んだんと分かってくるわけです。倫理学で実際に教えるよりも、このような形のほうがよ

り良く分かるわけです。 

 イギリスでも日本と同じようにディスカッションということに関して積極的に話をする

ことにはあまり経験を積んでいない。これは、イギリスも、日本も、同じです。ですから、

ロールプレーをするというほうがディスカッションをやるよりもいいのではないか。それ

予防接種
ジュン: おちびのエイブリルを明⽇三種混合の予防接種に連れて⾏こうと思
っているのよ。エイプリルが⼤丈夫だといいけど。
スーザン: そんな！なぜそんなリスクを負うの？
ジュン: 私たちは⿇疹などの病気にかかるより、予防接種で悪い反応が出る
リスクを負う⽅が良いと思うからよ。
スーザン: でもそういった古い病気は今はほとんどなくなったんでしょ。そん
な病気にかかることなんて滅多にないわよ。
ジュン: でも病気がなくなったのは、みんなが⼦ども達に予防接種を受けさ
せているからに過ぎないのよ。
スーザン: そうね、でもなくなったのよ。だからいまは何の⼼配もない。
ジュン: でももしみんなが⾚ん坊に予防接種を受けさせなくなったら病気は
帰ってくるわ。
スーザン: そうね、でもみんなが、であって、あなたが、じゃないのよ。いつ
でもお医者さんの⾔う通りのことをする優等⽣はたくさんいるわ。じゃあなん
であなたがそうしなくても良いのにエイプリルの健康を危険にさらすの？
ジュン: えーと、そんな危険というわけじゃないのよ。お医者さんの⾔うに
は、エイプリルが酷く感染したり、ちょっとでも感染したりする可能性はとて
も低いということなの。
スーザン: そうね、でもなぜ少しでもリスクを冒すの？他のみんなが⾚ん坊に
受けさせている限りは、なぜその可能性をとるの？うちのダニーには絶対にリ
スクを負わせないわ。
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ぞれの役割、君はスミスで、子どもに予防接種、三種混合を受けさせたら、その後、自閉

症になった。どうするか。というように、一人ひとりにロールプレーをさせるほうが、よ

り積極的にかかわってくると言えます。そこからディスカッションに進んでいく。ですか

ら、突然、ディスカッションではなく、そのようにロールプレーをして、 後にディスカ

ッションをした後、 初に自分が持っていた考え、あるいは先入観がどのように変わった

のかというようなこと。このようなディスカッションができます。英国でもそのようなフ

リーディスカッションということに関して、それを奨励するにはいろいろな方法がありま

す。ひとつの方法だけではないわけです。もちろん、リスクもあるのですけれども、しか

し、うまくいく、いかないのリスクがあっても、いろいろな方法にトライしてみる。実際

にイギリスでもトレーナーがいまして、どのようにこのプロセスを改善したらいいかとい

うようなことを指導してくれる人もいます。英国において、ディスカッションは日本人よ

りも簡単だと思われたら、そのようなことはないのです。 

科学のリテラシーに関して、

リスクということが非常に重

要です。例えば、物理的に X

線を被爆するとリスクという

ものがあるわけです。ですから、

ここで放射線ということに関

しまして、DNA にどのような

ダメージ、危害を加えるのかと

いうリスクに言及し、それを考

察する。また、ここでのアイデ

ィアというのは、確かにそのよ

うなリスクは発生しうる、実現

しうるけれども、確率から言うと非常に低い。しかし、その非常に低い確率でも、それが

実際に発生したら、結果は非常に有害であるといったこととか。 

このような四つのいろいろな質問があって、例えば、靴が足にぴったりと合うために X

線を被爆しますかとか、足の骨に損傷があるので X 線をとか。ですから、どのような利益

を求めて、どのような目的でもって、どれだけのリスクを負うかということです。そこで

ディスカッションをするわけです。男の子が、僕だったら X 線なんかやるよと。そのよう

なことを気楽に言う子がいるのです。ですから、どの程度、それにのってくるのかは、バ

ラつきがあるのですけれども、このリスクということだけでも、そのような形で教室の中

で生徒に参加させると話し合いができます。 

リスク
X線を被爆する理
由

リスク 利益 あなたなら?

自分の子どもの靴
が足に合っている
のかをみる

がんのリスクが微
少に上昇する

靴が足にぴったりと
合う

骨折した足を診断
する

がんのリスクが微
少に上昇する

医者がけがを適切
に処置できる

楽しい がんのリスクが微
少に上昇する

自分の骨が見られ
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データと限界です。生徒が科

学ということでメディアとか、

例えば、報道されている内容に

関してどうでしょうか。 初は

小さなスクリプトをつくって、

ショートストーリーですけれ

ども、それを分析させるという

こと。例えば、新聞の小さな記

事でもいいのですが、寒くて天

気の良い日だった。3 月 7 日、

日曜日、午前 11 時 36 分、ブ

リックス氏はウォータースト

リートを車で運転して走行し

ていた。そのとき、速度が時速

36 マイルとスピードカメラに

測定された。これは、スピード

制限を時速 6 マイルオーバー

している。ブリックス氏は、ス

ピード違反ではなかったと主

張している。 

そこで、一体、何が問題だと

思うかという質問をするわけ

です。ブリックス氏は、スピー

ド違反を犯したのだろうかと

いうことです。この記事の事実の部分をハイライトせよと。スピード違反をブリックス氏

が犯したのかどうかを決定せよと。36 マイル。つまり、時速６マイルオーバーしていると

いうことは事実ではないか。エビデンス、証拠は何か。証拠を認定していきます。そして、

スピードカメラで写っているということです。速度が時速 36 マイルとスピードカメラに測

定されていたということですから、これはエビデンスになるわけです。というような形で、

記述していくわけです。どのくらい正確であるかということ。そして、これを延長して、

生徒にいろいろな記事の中で、バイアスは何かとか、そのようなところまで考察させると

いった形です。 

あるいは予想・予言といったことが科学的な根拠に基づいているかどうかということも

分析させます。ですから、生徒が目にとまった記事。その中にどれだけのバイアス・偏見・

先入観が入っているのかということ。どれが事実か、どれがエビデンスか。そして、それ

に基づいて、どのように決定を下していくかということ。意思決定ということは、すごく

データとその限界
 言語

ブリッグス氏はスピード違反だろうか？

3月7日日曜日は寒くて天気の良い日だった。午前11時36分、
ブリッグス氏はウォーターストリートを車で運転して走行して
いた。そのとき速度が時速36マイルとスピードカメラに測定さ
れた。これはスピード制限を時速6マイルオーバーしている。
ブリッグス氏はスピード違反ではなかったといっている。

‐何が問題なのでしょうか?

データとその限界
 言語

ブリッグス氏はスピード違反だろうか？

3月7日日曜日は寒くて天気の良い日だった。午前11時36分、
ブリッグス氏はウォーターストリートを車で運転して走行して
いた。そのとき速度が時速36マイルとスピードカメラに測定さ
れた。これはスピード制限を時速6マイルオーバーしている。
ブリッグス氏はスピード違反ではなかったといっている。

‐何が問題なのでしょうか?

ブリッグス氏はスピード違反だろうか？

3月7日日曜日は寒くて天気の良い日だった。午前11時36分、

ブリッグス氏はウォーターストリートを車で運転して走行して
いた。そのとき速度が時速36マイルとスピードカメラに測定さ
れた。これはスピード制限を時速6マイルオーバーしている。
ブリッグス氏はスピード違反ではなかったといっている。

‐ これは事実でしょうか?

ブリッグス氏はスピード違反だろうか？

3月7日日曜日は寒くて天気の良い日だった。午前11時36分、

ブリッグス氏はウォーターストリートを車で運転して走行して
いた。そのとき速度が時速36マイルとスピードカメラに測定さ
れた。これはスピード制限を時速6マイルオーバーしている。
ブリッグス氏はスピード違反ではなかったといっている。

‐ これは事実でしょうか?



有益です。 

後、データの処理の仕方とし

て、もうひとつこのような方法

もあります。化学では、例えば、

大気汚染とか、空気の質、特定

の粒子とか、NO２、二酸化窒

素の濃度とか、このような反応

を実際に測定させる。NO２の

異なる位置における測定の情

報はインターネットですぐに

入手できるわけです。 

では、それをもってどうする

のかということです。「先生こ

れまで 10 の異なった結果があ

るのだけれども、どれが正しい

のでしょうか」というようなこ

とをよく聞かれるわけです。こ

れがだんだん高度になって生

徒の中には、グラフ化する者も

いるわけです。測定値をグラフ

にするとこういうようになる

のだよと。 

そのようにすると、これはち

ょっとほかの測定値と違う。統

計で言っているわけですけれども、なぜこれがこのような結果になっているのか。あまり

にも外れ値が強いではないかというようなこととかも計算したり、中間値、 適予想値、

そのようなものを計算させるわけです。ですから、処理に関しましては、どんどん高度な

レベルにまで持っていくことができます。「21 世紀科学」では、そのようなレベルにまで持

っていこうとしています。指導もしています。このようなデータからすべてのことを知る

ことはできないということも理解してもらいます。例えば、範囲。 高・ 低というのが

あって、一貫性・信頼性、測定値、データの信頼性。そのようなことも考えてもらいます。 

さらに非常に興味深いこと、重要であるのは、「21 世紀科学」の中で不確実性というもの

が科学データの中にある。すべてが事実だけではない確率の要素が強い。絶対確実ではな

いということを教えることが必要です。生徒たちにこの範囲、レンジというものが、もし、

データが異なった場合、公害の度合いをどのようにして測定するのか。このような、いろ

いろなデータの取り扱い、処理の仕方というものにかかわるのは非常に重要です。 

範
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測定値
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また、ここでいろいろな評価

をします。科学のコースワーク

（課題研究）の中で二つありま

す。データ分析とケーススタデ

ィーです。そして、試験がある

わけです。ほとんどの生徒は

終的にサイエンスのキャリア

を追求するわけではないので

す。そこでその試験・実験をす

るとき、科学的なメソッドの限

界を体験させるわけです。いち

ばん重要なことはデータを十

分に理解させ、そこから限界も

知ること。 

相関と因果関係。例えば、三

種混合ワクチンの場合、それで

自閉症といううわさが流れた

わけですが、その因果関係は何

かとか。初めて自閉症の発症例

があったけれども、これが本当

に因果関係で明確に結ばれて

いるのかどうかというような

ことを生徒たちに考えさせま

す。 

化学の教材ですが、どのビス

ケットをランチボックスに入

れたらいいのか。どれがいちば

ん割れにくいのか。そのような

ことも実験で一生懸命やって

いました。ビスケットの強度と

いうのを図っているわけです

けれども、このように割れてし

まったとすると、3 種類のいち

ばん 高のビスケットという

のを生徒たちがランキングし

たわけです。そして、残りのビ

評価

 コースワーク（課題研究）

 データの分析と評価

 事例研究

 試験

評価

 コースワーク（課題研究）

 データの分析と評価

 事例研究

 試験

データの分析

 コースにおいて観察実験は重要であるが、操作の
スキルよりもむしろ、データの意味を理解するやり
方に重点が置かれている

 データとその限界

 相関と因果関係

データの分析

 コースにおいて観察実験は重要であるが、操作の
スキルよりもむしろ、データの意味を理解するやり
方に重点が置かれている

 データとその限界

 相関と因果関係

データの分析と評価データの分析と評価



スケットを皆食べるという楽しみもあった。 

ここでビスケットとサイエンスとをうまく関連付けて、インターネットでビスケットに

関して調べると、ちゃんとそのような記事が出てくるわけです。食品に関するフードジャ

ーナルというのがあるのですけれども、その中にも、アブストラクトだけですがきちんと

あります。生徒はアブストラクトを読んで、ビスケットの強度、パッケージだったり、非

常に望ましいビスケットは幾らなのかとか、そのような情報もインターネットで入手する

わけです。水分の含有量。これも関係してくるのだというようなことも分かります。サイ

エンスというのを問題解決の方法、測定する方法ということを学び、そこから結論に達す

る。そこからいかに信頼性の高い科学データを得ることが難しいか、困難かということを

体験していくわけです。 

事例研究は、非常に重要でありまして、科学的な思考とか、ニュースとか、それに対し

て賛成、反対、ここでどれだけバイアスがあるかとか、信頼性、データの評価、意思決定

などを「21 世紀科学」は含んでいるわけです。 

生徒のほうからアドバイス

ができるくらいに研究してほ

しいのです。英国の二つか、三

つくらいの学校では実際にワ

イヤレスのコネクションをシ

ャットダウンしたところがあ

るのです。それに対して、生徒

たちが手紙を、今、政府に書こ

うということです。こうこう、

こういう理由だから、これはだ

めだということを科学的に書

こうとしているわけです。 

三つの筆記試験があります。

この三つの客観的な試験をし

まして、科学的リテラシーとい

うものをチェックしているわ

けです。後、もうひとつ、コン

テキストペーパーというのは、

生徒のほうで試験の前に材料

を出して、どのような質問をす

るかというのを前もって先生

のほうで考えたうえで試験問

題をつくるわけであります。 

事例研究
 自分たちにとって関心のある科学的な疑問を見い出す機会
 生徒達はこれが好きである
 授業に統合できる
 事例研究とは以下のことを含む:

 調査
 情報源のバイアス、信頼性、データの評価
 科学の理解
 賛成派、反対派による議論の利用
 意思決定
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科学に関する考えの諸例
科学についての意思決定

倫理

倫理的フレームワーク

 正しい決定とは大多数にとって益となるもので
ある

 自然に反していたり誤っている行為もある

 自分では避けておりながら、他の人たちが負っ
たリスクから自分ひとりが利益を得るのは不公
平である



終的な答えですけれども、まだ混乱も出ていますが、やってみる価値は非常にあると

思います。ですから、2003 年以降、試行実施をやって「21 世紀科学」を教えています。科

学的リテラシーというのは非常に重要なことであります。どうして科学をするかというこ

との議論に対して答えられる。つまり、人生において非常に大事なものであるから科学を

するのだと生徒に教えております。 

 

 

 

 

 




