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１．各国の教科書の比較
（１）調査の目的
児童・生徒の理科への興味・関心を高め，その能力を伸ばすための教科書の方向性を探
るため，各国の初等中等教育課程の理科の教科書のページ数，大きさ，体裁などと内容，
特に特定の分野に関する内容などについてわが国の教科書との比較を行い，その結果を分
析・検討してわが国の教科書の長所，短所を整理することが目的である。なお，理科の教
科書の比較分析をより実態に即したものとするために，理科の授業において実際にどのよ
うに教科書が使用されているのかを調べる現地調査も行う。
比較調査対象国は多様な観点から比較するため，わが国と比較的関わりの深い主要国及
び経済協力開発機構（OECD）の生徒の学習到達度調査（PISA）並びに国際教育到達度評
価学会（IEA）の国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）での理数教科の成績上位国から，
アメリカ，カナダ，イギリス（イングランド），フランス，ドイツ，フィンランド，韓国，
中国，台湾の 9 か国・地域とする。

（２）教科書の比較分析
教科書の比較分析は，比較調査対象国のそれぞれに関して小学校，中学校，高等学校レ
ベルの理科教科書を選定し，教科書の体様，目次から見た教科書の構成，特定分野に関す
る教科書の記述について行う。

１）教科書の体様の分析の観点
教科書の体様については，ページ数，大きさ，重さ，価格，カラー印刷の有無などにつ
いて分析する。

２）目次から見た教科書の構成
目次から見た教科書の構成は，教科書の目次を見て，日本の目次とどう違うのか，構成
から読み取れる日本の教科書観と異なる特徴，教科書の全体的なつくり方の工夫などにつ
いて分析する。

３）特定分野に関する教科書の記述の分析の視点
特定分野に関する教科書の記述については，各国共通に特定分野を定め，それらについ
て分析する。
理科の特定分野の選定に当たっては，指導の充実が期待されている内容，TIMSS 調査で日
本の中学校第 2 学年までには学習してないために正答率が低かったと考えられる内容など
について検討し，以下の項目について，どの学年で，どんな内容を扱っているか分析する。
物理分野： 原子力や原子核エネルギー
化学分野： 粒子概念（原子・分子）の導入
生物分野： DNA の導入
地学分野： 惑星
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４）教科書充実の工夫
教科書充実の工夫については，自学自習にも適した丁寧な記述や文章量の充実及び練習
問題の工夫，発展学習や補充学習に関する記述の工夫，実生活や社会との関連などの興味・
関心，意欲を高める記述の工夫，児童・生徒に理解を促すための工夫などの観点で分析す
る。

（３）教科書の使用に関する現地調査
調査対象国の理科の授業を参観し，授業中における教科書の使用の実態を調べる。また，
授業者等とのインタビューなどを通して主たる教材は何か，副教材はどのようなものをど
のように使っているか，指導を充実させるための教師用指導書はどのように使われている
か，デジタル・コンテンツの使用状況やそのための教室環境の整備はどのような状況かな
どについても調べることとした。
【資料】外国通貨の換算レート
本報告書における外国通貨による金額の表記には，日本円に換算した額を付記している。換
算レートは次のとおりで、平成 21 年 2 月 20 日の為替相場を参考にした。
アメリカ ドル（$）
95 円
イギリス ポンド（£） 138 円
韓国 ウォン（₩）
0.06 円
台湾 元
2円

カナダ ドル（C$）
EU 諸国 ユーロ（€）
中国 元

76 円
120 円
13 円

（鳩貝太郎）
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２．日本
平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申では，国民一人一人の科学に関する基礎的素養の
向上が喫緊の課題であるとし，学校教育において理数教育を充実する方向での改善を求め
た。具体的には，小学校，中学校における理科の授業時数の増加，小・中・高等学校を通
じた理科の内容の構造化，観察・実験や自然体験，科学的体験の一層の充実，科学の急速
な発展に伴って変化した内容の見直しなどである。
この中央教育審議会答申を受けて，平成 20 年 3 月に小学校，中学校の学習指導要領が，
平成 21 年 3 月には高等学校学習指導要領が改訂され，理科の内容は充実の方向での改善が
行われた。平成 21 年 4 月からは小学校，中学校の理科は新教育課程の先行実施が始まるた
め，それに先駆けて平成 21 年 3 月には各教科書発行社から現在発行されている教科書の内
容を補充するための補助教材が作成・配布された。
学校教育法では，小・中・高等学校においては「文部科学大臣の検定を経た教科用図書
又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない」ことが規定
されている。理科においても検定済み教科書を使用することが義務づけられているが，教
科書の他に有益適切な副教材の使用は認められており，資料集やワークシートなどを使っ
た指導も行われている。また，教科書発行社からは，教員が指導計画を立てたり，指導内
容や評価に関する詳細な情報を入手するのに適した「教師用指導書」が発行，販売されて
いる。

（１）教科書の特徴
１）体様
①小学校の理科教科書
平成元年の学習指導要領改訂により小学校低学年の理科は廃止され生活科が新設され
た。したがって現在は小学校第 3 学年から理科の指導が始まる。
平成 20 年度に小学校で使われている理科教科書は 6 セット（6 社）である。第 3～6 学
年まですべての教科書が B5 判（縦 257mm×横 182mm）で，5 社は第 4～6 学年のものを上
下巻の 2 分冊にした 7 冊セット，残りの 1 社は分冊をせず各学年 1 冊の 4 冊セットにして
発行している。表紙はどれもソフトカバーである。ページ数は，分冊のない第 3 学年は 76
～116 ページ（平均 95 ページ），第 4～6 学年を学年単位で示すと第 4 学年は 104～156 ペ
ージ（平均 132 ページ），第 5 学年は 120～154 ページ（平均 134 ページ），第 6 学年は 112
～158 ページ（平均 130 ページ）であり，第 4～6 学年はほぼ同じである。上巻 118 ページ，
下巻 36 ページとページ数が異なる分冊のものもある。厚さは，第 3 学年と分冊になってい
る第 4～6 学年のものは 1 冊が 4～5mm であるが，分冊でない 1 社の第 4～6 学年のものは
それぞれ約 6mm とやや厚い。第 3 学年の重さの平均は約 235g，第 4～6 学年の 1 分冊の重
さの平均は約 165g，分冊していないものは約 335g である。
価格は，分冊であるなしに関わらず学年単位では全社ともに文部科学省が定めた最高価
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格となっている。具体的には第 3 学年 567 円，第 4 学年 783 円，第 5 学年 867 円，第 6 学
年 867 円である。
印刷は，全ページがフルカラーで，大きな図，挿絵，写真が多く用いられている。さら
には折り込みページや，実験，観察に使えるカードやシールなどが綴じ込みでつけられて
いるものもいくつかある。本文の文字は 14～16 ポイント程度の教科書体であるが，見出し
や吹き出し，脚注などには様々な字体が使われている。
表 1 には採択数が上位 2 社の小学校理科教科書の体様をまとめて示した。
表１
教科書
項目

小学校理科教科書の体様（採択数上位 2 社）

大日本図書：新版 たのしい理科
大きさ
ページ
縦×横×厚さ
数
（円） （頁）
（mm）
価格

啓林館：わくわく理科

重さ

カラー

（g）

有無

大きさ
ページ
縦×横×厚さ
数
（円） （頁）
（mm）
価格

重さ

カラー

（g）

有無

小3

567

102

257×182×5

241

カラー

567

94

257×182×5

221

カラー

小4上

392

70

257×182×4

178

カラー

396

74

257×182×4

178

カラー

小4下

391

78

257×182×4

189

カラー

387

56

257×182×3

135

カラー

小5上

475

72

257×182×4

177

カラー

444

84

257×182×4

204

カラー

小5下

392

76

257×182×4

184

カラー

423

50

257×182×3

130

カラー

小6上

413

72

257×182×4

178

カラー

427

74

257×182×4

186

カラー

小6下

454

66

257×182×4

167

カラー

440

56

257×182×3

136

カラー

②中学校の理科教科書
中学校理科は，昭和 33 年の学習指導要領改訂以来，第１分野（物理的領域及び化学的
領域），第２分野（生物的領域及び地学的領域）という基本的な枠組みを踏襲している。
理科の教科書は他の教科と異なり学年別の発行ではなく，第１分野，第２分野に分け，
それぞれ上下巻からなり 4 分冊になっている。第１分野，２分野ともに上巻は第 1・2 学年
用，下巻は第 2・3 学年用になっている。現在中学校理科の教科書は 5 社から発行されてい
るが 4 社の教科書は B5 判（縦 257mm×横 182mm）であり，残りの 1 社は B5 判の横が 20mm
ほど長い変型判（縦 257mm×横 203mm）で作られている。
表紙はすべてソフトカバーである。
第１分野は，上巻 142～164 ページ（平均 152 ページ），下巻 122～132 ページ（平均 128
ページ）で，価格は上巻が 492～554 円，下巻が 438～500 円と発行社によって違いがある
が，各社の上下巻の価格を合算すると 992 円となり，1 セットあたり価格は全社同じであ
る。B5 判 1 冊の重さの平均は約 320g（上巻約 345g（変型判 384g），下巻約 295g（変型判
348g））である。
第２分野は，上巻 144～148 ページ（平均 146 ページ），下巻 134～154 ページ（平均 140
ページ）で，価格は上巻が 483～514 円，下巻が 478～509 円，上下巻 1 セットの価格は第
１分野と同じ 992 円である。B5 判 1 冊の重さの平均は約 330g（上巻約 335g（変型判 384g），
下巻約 325g（変型判 359g））である。
変型判を除けば小・中学校の教科書の大きさは同じ B5 判だが，中学校では 1 冊の厚さ
は 6～7mm，重さは小学校の 2 倍程にもなる。
全ページがフルカラー印刷されていることは小学校と変わらないが，図，挿絵，写真の
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量は減少し，カードやシールなどの綴じ込みはない。
本文の字体は明朝体へと変わり，文字の大きさは学年に関係なく 14 ポイント程度である。
表２には採択数が上位 2 社の中学校理科教科書の体様をまとめて示した。
表２
教科書
項目
１分野上
（中1・2）
１分野下
（中2・3）
２分野上
（中1・2）
２分野下
（中2・3）

中学校理科教科書の体様（採択数上位 2 社）

東京書籍：新編 新しい科学
大きさ
ページ
重さ
縦×横×厚さ
数
（g）
（円） （頁）
（mm）
価格

大日本図書：新版 中学校理科
カラー
有無

大きさ
ページ
重さ
縦×横×厚さ
数
（g）
（円） （頁）
（mm）
価格

カラー
有無

554

164

257×182×8

369 カラー

534

154

257×182×8

365 カラー

438

128

257×182×7

259 カラー

458

132

257×182×7

321 カラー

513

144

257×182×7

330 カラー

514

144

257×182×7

351 カラー

479

134

257×182×7

308 カラー

478

134

257×182×7

326 カラー

③高等学校の理科教科書
高等学校の教科書発行社のなかには，同じ科目の教科書を複数種類発行しているところ
がある。これは進路希望や学力の多様な生徒に対応するための配慮によるものである。
判型は小・中学校の B5 判（縦 257mm×横 182mm）の教科書より一回り小さな A5 判（縦
210mm×横 148mm）が理科教科書全 102 点のうち 54 点（53％）であり，B5 判の 40 点（39％）
より多い。残りの 8 点（8％）は変型判である。変型判は B5 判の縦の長さを短くしたもの
（縦 245mm×横 182mm，縦 245mm×横 188mm）や，縦横の長さが B5 判と A5 判の中間の
もの（縦 230mm×横 167，縦 230mm×横 182mm）で，いずれも B5 判の大きさを超えては
いない。
高等学校の教科書には分冊はない。科目の平均ページ数が最少のものは B5 判，A5 判と
も理科総合Ｂ（B5：140 ページ，A5：217 ページ）である。逆に平均ページ数が最も多い
のは，B5 判では化学Ⅱ（220 ページ），A5 判では物理Ⅱ（332 ページ）である。A5 判の教
科書が B5 判に比べて厚くなるのは，ページあたりの印刷面積が小さいためである。B5 判
は厚さ 6～10mm，重さの平均が約 350g，A5 判は 9～15mm で重さが約 380g であり，中学
校の教科書よりは厚くなり，重さは 1 割ほど増える。表紙はすべてソフトカバーである。
価格は科目により異なり 610～1,060 円となっている。しかし，同じ科目では同一の価格
となっている。
全ページカラー化されているものが多いが，中には 2 色刷りのページを設けているもの，
カラーの度合いが低いものもある。本文の文字の大きさはどの教科書も 12 ポイント程度だ
が，高等学校に入ると教科書ごとに本文にも様々な字体が使われている。大判の元素周期
表が綴じ込みで付いている教科書があるが，その以外は見当たらない。
表３には採択数が上位 2 社の各科目の教科書の体様をまとめて示した。
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表３

重さ

カラー

（頁）

大きさ
縦×横×厚さ
（mm）

（g）

有無

610

216

297×210×9

410

カラー

数研出版：理科基礎 私たちにとって科学とは

610

152

257×182×7

314

カラー

啓林館：高等学校 理科総合Ａ 改訂版

610

196 230×168×10

366

カラー

実教出版：新版理科総合Ａ

610

264

210×148×11

336

カラー

啓林館：高等学校 理科総合Ｂ 改訂版

610

168

230×167×8

320

カラー

東京書籍：新編理科総合Ｂ

610

136

257×182×6

282

カラー

数研出版：改訂版 高等学校 物理Ⅰ

750

292 210×148×12

376

カラー

啓林館：高等学校 物理Ⅰ 改訂版

750

288 210×148×13

408

カラー

数研出版：改訂版 高等学校 物理Ⅱ

930

326 210×148×13

420

カラー

啓林館：高等学校 物理Ⅱ 改訂版

930

352 210×148×16

446

カラー

価格

ページ数

（円）

東京書籍：理科基礎 自然のすがた・科学の見かた

科目
理科基礎
理科総合Ａ
理科総合Ｂ
物理Ⅰ
物理Ⅱ
化学Ⅰ
化学Ⅱ
生物Ⅰ

高等学校理科教科書の体様（採択数上位 2 社）
教科書

数研出版：改訂版 高等学校 化学Ⅰ

750

296 210×148×12

383

カラー

啓林館：高等学校 化学Ⅰ 改訂版

750

296 210×148×14

432

カラー

数研出版：改訂版 高等学校 化学Ⅱ

930

320 210×148×13

436

カラー

啓林館：高等学校 化学Ⅱ 改訂版

930

320 210×148×15

413

カラー

第一学習社：高等学校 改訂 生物Ⅰ

850

288 210×148×13

370

カラー

東京書籍：生物Ⅰ
生物Ⅱ
地学Ⅰ
地学Ⅱ

850

304 210×148×12

385

カラー

第一学習社：高等学校 改訂 生物Ⅱ

1,060

336 210×148×14

429

カラー

数研出版：改訂版 高等学校 生物Ⅱ

1,060

320 210×148×13

404

カラー

啓林館：高等学校 地学Ⅰ 改訂版

850

264 210×148×12

363

カラー

東京書籍：地学Ⅰ 地球と宇宙

850

192

399

カラー

257×182×9

啓林館：高等学校 地学Ⅱ

1,060

288 210×148×13

388

カラー

数研出版：高等学校 地学Ⅱ 地球と宇宙の探究

1,060

264

339

カラー

210×148×11

２）目次から見た教科書の構成
表１に示した 2 社の小学校理科教科書を調査対象とした。
大日本図書「たのしい理科」では第 3，4 学年は「たねをまこう」「太陽のうごきをしら
べよう」「とじこめた空気や水をおしてみよう」などの呼びかけになっているが，第 5，6
学年は「植物の発芽」
「天気の変化」などのような項目名になっている。啓林館「わくわく
理科」は第 3 学年だけが「たねをまこう」
「太陽の光でしらべよう」などのような呼びかけ
で，第 4 学年からは「春のしぜん」「電気のはたらき」などのような項目名になっている。
目次のページはどちらも見開き 2 ページを使っているが，「たのしい理科」は目次の項
目とそれに関係するカラー写真をセットにして配置している。また，
「次のマークのところ
は『発展』です。もっと広く，深く学習したい人はとり組んでみよう。」という記述の下に

図１

「たのしい理科」の目次での「発展」に関する記述
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「読み物」「チャレンジ」「自由研究」のマークが示されて教科書内で使っているマークに
ついて説明されている。例えば第 6 学年の「読み物」には「炭づくり」，「日光と植物との
かかわり」，「生命を養う森林の養分」，「化石は過去からのメッセージ」，「酸性・アルカリ
性と中和」などがあり，単元の内容の発展的な内容だけでなく実生活や社会との関わりな
どに関する内容を児童の興味を引くように心掛けて記述している。
また，「わくわく理科」では，「このマークが出て
きたら」という記述の下に「注意しよう」，「注目し
てね」，「ほかの方法もあるよ」，「かんきょうが大切
だね」，
「 コンピュータが使えるよ」，
「 作ってみよう」，
「たしかめ：学習したことをふり返ろう」，「はって
ん：よゆうがあったらチャレンジしよう」の 8 種類
のマークが説明されている。第 6 学年用の教科書で
は各単元の最後に「たしかめ：わかるかな？」と「は
ってん：チャレンジ！」が 1 ページ程度に記述され，
この単元で学習したことを基に確かめたり，発展的
な観察・実験にとり組むことを推奨している。
両方の教科書ともに，上巻の目次には下巻の目次

図２ 「わくわく理科」の目次でのマ
ークについての説明

が文字の大きさを落として記述され，下巻には同様に上巻の目次が記述されている。1 年
を通してどのような内容を学ぶのかが一目で分かるような工夫がされている。
中学校理科教科書については表２に示した 2 社のものを調査対象とした。
東京書籍の「新しい科学」は表紙の裏から 5 ページを使い「探究のあしあと－雪は天か
ら送られた手紙」と題して中谷宇吉郎博士の研究を紹介し，探究の方法について記述して
いるなかに目次が３分の１ページほどのスペースに収められている。その中には教科書に
使われているマークについての記述，例えば「観察・実験を通して解決して欲しい課題」，
「正しく操作しないと危険な場合があるので必ず指示を守る」，「学習指導要領に示されて
いない内容で，必要に応じて学習する」などがある。大日本図書の「中学校理科」は，見
開きの左側のページに目次の項目と教科書で使われているマークの説明があり，右側のペ
ージには基本的な器具・装置の使い方の項目，発展の内容項目が記述されている。
高等学校の理科教科書は，啓林館の理科総合Ａと理科総合Ｂ，実教出版の理科総合Ａ及
び東京書籍の理科総合Ｂを調査対象とした。
啓林館の理科総合Ａと理科総合Ｂの目次は，見開き 2 ページに 2 段組で「第 1 章 物質
の構造

第 1 節 物質の構成」というような項目で記述されている。その次のページには教

科書で使われている「探究」や「発展」などのマークの説明と発展項目の一覧が載ってい
る。実教出版の理科総合Ａの目次も項目が記述されているが 4 ページを占めて，そのあと
に発展の項目が記述されている。また，東京書籍の理科総合Ｂは 2 段組であるが 4 ページ
を占め，各ページの下側の空いている部分には，ティラノサウルスの復元骨格の写真など
目次の項目と関わりのあるようなカラー写真が挿入されている。
日本の教科書は，学習指導要領に示された内容を基に作られているので目次の内容には
大きな違いが見られない。
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３）特定分野に関する教科書の記述
ア）原子力や原子核エネルギー
小学校理科の教科書では原子力や原子核エネルギーについては扱っていない。中学校理
科教科書では調査した 2 社とも第１分野
の下巻の最後の章でエネルギー資源につ
いて扱い，水力発電，火力発電とともに
原子力発電のしくみについて図を使って
説明している。
高等学校の理科総合Ａでは核エネルギ
ー，核分裂と核融合，放射線の利用とそ
の影響などについての基本的な内容が約
3 ページに記述されている。
なお，改訂された中学校学習指導要領
理 科 で は 第 １ 分 野 の 「 (7)科 学 技 術 と 人
間，ア エネルギー (ｲ)エネルギー資源」
で原子力エネルギーを扱い，放射線の性
質と利用について触れることが明記され
た。これから改訂される教科書ではウラ
ンなどの核燃料からエネルギーを取り出
していることや放射線についての記述内
容が一層充実することが予想される。

図３

東京書籍「新しい科学」の発電の仕組み

イ）粒子概念（原子・分子）の導入
原子・分子といった粒子概念は，中学校学習指導要領理科では第１分野の「(4)化学変
化と原子・分子」での扱いが最初であり，中学校第 2 学年が配当学年である。中学校理科
教科書では調査した 2 社ともに第１分野の下巻の「化学変化と原子・分子」で扱っている。
この単元を学ぶ前の第 1 学年では，身の回りの物質とその性質，水溶液，物質の状態変化，
酸性とアルカリ性など扱い，様々な物質に親しみ，物質の性質や状態変化の特徴などを見
いだすよう指導されている。
東京書籍の「4 化学変化と原子・分子

第 1 章 物質の変化」は 1．カルメ焼きはなぜ膨

らむのか，2．物質はどこまで分解できるか，3．物質は何からできているか，4．分子とは
何か，5．物質は記号でどう表されるか，の各項目からなり，原子，分子，化学式などにつ
いて扱っている。その発展の教材としては，状態変化と化学変化の違い，状態変化と物質
内部のようす，原子の構造とイオンなどが取り扱われている。
また，大日本図書の「4 章 化学変化と原子・分子

1 節 物質の成り立ち」は 1．物質の

成分を調べよう－熱分解－，2．物質の成分を調べよう－電気分解－，3．物質を作ってい
るのは何だろうか－分子・原子－，4．原子や物質を記号で表してみよう，の各項目からな
り，原子，分子，化学式などについて扱っている。その発展の教材としては，原子の構造
について記述されている。イオンについては「6 章 物質と化学変化の利用」の電池の学習
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の発展として扱われている。
なお，改訂された中学校学習指導要領理科では第 2 学年で「(4)化学変化と原子・分子」
を扱い，第 3 学年では「(6)化学変化とイオン」という大項目が加わりイオンについての扱
いが追加された。平成 21 年度版の移行期の補助教材では，「化学変化とイオン」の内容と
してイオンと電解質，原子とイオンの関係，イオンの表し方，電池とイオンとの関係など
を扱っている。新たに改訂される教科書では原子・分子及びイオンについての記述内容が
一層充実することが予想される。
ウ）DNA の導入
現行の小学校及び中学校学習指導要領理科では遺伝に関する内容及び DNA についての
扱いはない。調査した中学校理科教科書の東京書籍「新しい科学」第２分野下巻の「染色
体と形質はどのように伝えられるか」の項目では，形質は遺伝子によって子に伝えられ，
それを遺伝ということを扱っている。その発展の教材として「親に見られない形質が子に
現れる理由」で遺伝の規則性について記述し，さらに「DNA って何だろう？」では図４に
示してあるように遺伝子の本体である DNA はすべての生物がもっており，二重らせん構
造をしていることにまで触れている。一方，大日本図書の「中学校理科」第２分野下巻の
「生物のふえ方」では，遺伝子，無性生殖と有性生殖について扱っているが，ここでは DNA
について触れていない。DNA については
教科書の裏表紙の見開きに「科学の発見
は，人々の考えを変える」という発展教
材があり，その中でワトソン，クリック
が DNA の構造を明らかにしたことが写
真入りで記述されている。
現在の中学校理科教科書における
DNA に つ い て の 記 述 は 発 展 教 材 と し て
位置づけられている。しかし，改訂され
た中学校学習指導要領理科では「遺伝の
規則性と遺伝子」が追加され，その内容
の取扱いで「遺伝子の本体が DNA であ
ることにも触れる」と明記されたので，
DNA については第 3 学年で指導する内容
となる。平成 21 年度版の移行教材では，
遺伝の規則性について記述の後に遺伝子
の本体である DNA の構造が明らかにな
ったことにより DNA を扱う技術が進歩
し実生活への応用が期待されることが 1
ページで記述されている。平成 21 年度の
第 3 学年からすべての中学生が DNA と
は何かについて学ぶ機会が保障されるこ

図４

とになる。新たに改訂される教科書では，
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現在の教科書にある発展教材としての DNA に関する記述は本文の内容となり，DNA につ
いての記述だけでなく遺伝子組換えなどの DNA を扱った技術と実生活や社会との関わり
などについての記述内容が充実することが予想される。
エ）惑星
小学校学習指導要領理科では，天体に関する内容は第 4 学年の「Ｃ 地球と宇宙」で月
の位置と星の明るさなどについて扱っているだけであり，その後は中学校学習指導要領理
科の第２分野「(6)地球と宇宙」まで扱わない。調査した東京書籍「新しい科学」第２分野
下巻の第 3 学年の内容である「6 地球と宇宙」の第 2 章「惑星と恒星」で惑星と恒星の違
いを扱い，第 3 章「宇宙の広がり」で太陽系の 8 個の惑星を扱っている。発展教材として
は太陽系外縁天体や宇宙の歴史などについて扱っている。大日本図書の「中学校理科」は
第２分野下巻の「6 章地球と宇宙」の 3 節「太陽系」で惑星について扱っている。
新学習指導要領では小学校第 6 学年で月の位置や形と太陽の位置について扱うことにな
るが，惑星については扱わない。したがって惑星については従前通り中学校第 3 学年での
扱いとなる。

４）教科書充実の工夫
小学校の教科書では各単元の導入は，「カンの下のほうにあなをあけるとよく燃えるの
は，どうしてだろうか」，「水よう液にとけた金属は，どうなったのだろうか」というよう
な疑問を提示し，児童自身が「なぜだろう」
「どうなるのだろう」などという問題意識を持
って観察，実験を行うように構成されている。これは，現行の小学校学習指導要領理科の
目標は「見通しを持って観察，実験などを行い」と改訂され，その内容では，例えば第 6
学年では「物を燃やし，物や空気の変化を調べ，燃焼の仕組みについての考えをもつよう
にする」，「いろいろな水溶液を使い，その性質や金属を変化させる様子を調べ，水溶液の
性質や働きについて考えもつようにする」と記述されていることに基づいていると言える。
このことは中学校の教科書でも同様であり，中学校学習指導要領理科の目標は「目的意識
をもって観察，実験などを行い」と改訂され，内容では，例えば「酸，アルカリを用いた
実験を行い，酸，アルカリの性質を見いだすとともに，酸とアルカリを混ぜると中和して
塩が生成することを見いだすこと」，「いろいろな植物の葉，茎，根の観察を行い，その観
察記録に基づいて，葉，茎，根の基本的なつくりの特徴を見いだすとともに，それらを光
合成，呼吸，蒸散に関する実験結果と関連付けてとらえること」などと記述されている。
即ち，日本の学習指導要領理科は，
「目標」，
「内容」，
「内容の取扱い」が丁寧に記述されて
いるために，各出版社ではそれらの記述内容を十分に吟味し，その主旨，内容に添って創
意工夫し制作しているという特徴がある。
また，各教科書ともに，章末には「まとめ」，「確かめ」，「章末問題」などあり，児童生
徒が学習した内容の確認を行うことができるようになっている。
小学校理科の教科書では，図や写真などを多用するだけでなく児童の興味・関心を引き
出したり理解を助けるための簡単な教材が付録として付いているものもある。例えば啓林
館の理科教科書は第 3 学年では校庭によくある草本のカラー写真を入れた「探検カード」，
第 4 学年では「光る星座カード」，第 5 学年では「記録に使える天気シール」，第 6 学年で
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は「ヒトの体の重ね合わせカード」が付いている。大日本図書の理科教科書は第 3 学年で
教科書内の絵に貼り付ける「昆虫シール」，第 4 学年では「星座早見盤」が付いている。
中学校理科の教科書では，調査した 2 社ともに自由研究の進め方とその具体的事例を載
せて課題研究や野外観察，発展学習などの学習活動を奨励している。東京書籍の教科書で
は 4 分冊ともに自由研究に 5 ページをあて，大日本図書は第１分野の上巻では 11 ページ，
他の 3 分冊ではそれぞれ 9 ページをあてている。

（２）現地調査の結果から
理科の教科書の使用状況などを調べるために，千葉県内の小・中・高等学校，都内の中
学校，川崎市内の小学校，群馬県及び福井県内の高等学校の訪問調査とインタビュー調査
を行った。いずれも公立の小・中・高等学校である。

１）小学校
教科書は主たる教材であり，調査した 2 校では教科書を使用して授業をしていた。イン
タビューした教員の教科書についての主な意見等は以下のとおりである。
・教科書は，学習指導要領の目標や内容が教員にとっても分かりやすく記述されているの
で，特に工夫を加えることなく使いやすい。また，単元内容を確認するためにも使用し
やすくなっている。
・現在の教科書は，教員にとって指導しやすく親切なつくりになっており，理科の苦手な
教員に対する配慮が行われている。
・教科書の厚さ，重さは多くの児童の体力にふさわしいものである。現在のものよりも厚
く重くなると児童の通学に支障が出る心配がある。
・児童は，自宅では教科書を単元終了時の復習などによく使っているが，その他ではあま
り使われていない。理科が好きな児童や得意な児童は図鑑や科学読み物などを好んで読
んでおり，教科書の内容では物足りなさを感じている。
なお，教科書と一緒に使うような副教材は調査した 2 校とも使用していなかった。また，
授業計画の立案や教材研究のために教師用指導書が使われているかどうかについて聞いた
ところ，2 校の教員はともにベテランでありほとんど活用していないということであった。
しかし，多くの教員は授業準備のために必要に応じて時々活用しているようである。また，
教員自身が面白く感じたり不思議さに心を動かすような内容をもっと盛り込んで欲しい，
授業の組み立て方がもっと分かりやすい記述にして欲しい，理科が得意でない教員にとっ
ても使いやすい平易な記述の工夫をして欲しい，中学校での指導内容も記述してあると見
通しを持った指導がしやすくなるなどの意見を聞くことができた。

２）中学校
調査をした 2 校の教員は基本的には教科書の内容配列に沿って授業を進めていた。イン
タビューした 2 人の教員はベテランであり，1 年間或いは 3 年間を見通した指導計画を考
えているので季節や天文現象等を考慮した教材配列も考慮しているとのことであった。教
科書に関する感想等は以下のとおりである。
・教科書の写真，図，データは資料として活用しやすくなっている。
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・ページ数，厚さは適当であるが，A5 判の方が生徒たちの持ち運びに適している。自宅で
の予習，復習にもっと教科書を活用してもらいたい。
・現在は分野別に上下巻になっているが，学年ごとの分冊にすると 1 年間の学習を見通せ
るので生徒にとっても教員にとっても扱いやすい。
なお，副教材に関しては，調査した都内の中学校では理科資料集を区費負担で購入して
いたが，千葉県内の中学校では資料集（730 円）と学年ごとに問題集（550 円）を保護者負
担で購入し活用していた。理科が得意な生徒たちには，さらに詳しい内容の記述がある参
考書を活用して学習している者が少なくないとのことである。また，教師用指導書は，授
業準備のために時々活用している，あまり得意でない分野の教材研究には役立っている，
もっといろいろな授業で活用できる情報を入れて欲しいなどの意見が出された。デジタ
ル・コンテンツの活用については，調査した両校とも活用するための準備時間を取るゆと
りがない，教室の設備が対応できていないなどが実情であった。

３）高等学校
3 校の生物担当の教員にインタビューした。どの教員も教科書を活用することを基本に
授業を組み立てているが，大学進学希望者が大部分を占める 2 校では教科書の記述内容の
深まり不足を補うために資料等のプリント配付とパワーポイントによる資料提示を適宜行
っているとのことである。しかし，教科書の内容がもっと詳細で高度になると，それらが
大学入試の対象になってしまうので現在の状態でよいのではないか，生徒の実態を考えて
教員が指導の工夫をすることを基本に教科書づくりをしてもらいたい，というような意見
があった。
副教材は調査した大学進学希望者の多い 2 校は，千円弱の資料集を生徒に買わせて教科
書とともに活用していた。しかし，多様な進路希望者がいる 1 校は資料集と問題集をそれ
ぞれ 2 年前まで使用していたが，生徒の負担軽減という考えから現在は使用せず教員が資
料や問題を適宜配付し活用しているとのことである。
デジタル・コンテンツは，1 校では教科書会社の作成したものや独立行政法人科学技術
振興機構（JST）が作成したものなどを授業で使えるようにそろえつつあり，優れたデジ
タル・コンテンツを有効に活用できるように授業計画を検討しているとのことであった。
調査した小・中・高等学校ともに，教科書を主教材として授業を展開していた。どの教
科書も教員にとっては指導しやすい内容になっているという感想が得られた。中学校，高
等学校では教科書に発展教材が載っているが，それだけでは生徒の多様さには対応しきれ
ないので補助教材として資料集などを活用している。
また，優れたデジタル・コンテンツが入手しやすくなったが，普通教室ではパソコンを
使える環境整備が不十分であり，特別教室に生徒を移動させないと使えない状態が一般的
である。理科の指導においては観察，実験を通して指導することが大切であるが，デジタ
ル・コンテンツの活用も生徒の理解を促すためには有効である。教科書の内容の充実とと
もに教員が指導しやすい環境整備も重要な課題であると考える。
（鳩貝太郎）
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３．アメリカ
はじめに
アメリカは教育制度の多様性が大きく，一般化することが難しいことは周知の通りであ
る。理科教育については，1993 年に AAAS（American Association for the Advancement of
Science 全米科学振興協会）がプロジェクト 2061 を立ち上げ，理数教育に係るベンチマー
クを示している（資料１，２参照）。さらに，連邦政府の財政支援のもと全米研究評議会
（NRC: National Research Council）が 1996 年 1 月に全米科学教育スタンダードを作成して
いる。ほとんどの州がこのスタンダード等の内容をかなり採り入れた州の科学教育スタン
ダード（州によってはコアカリキュラム等と呼ばれることもある）を作成している。現在
のアメリカの教科書は，これらから大きな影響を受け，これらの内容を踏まえた教科書が
作成されるようになってきたといえる。なお，州によっては州の科学教育スタンダードに
則った教科書以外の教科書を採用する場合には州から予算の支援をしないとする場合もあ
る。
全米科学教育スタンダードについて少し追加の説明をすることとするが，全米科学教育
スタンダードは，6 つのスタンダードから構成されている。すなわち，科学教授スタンダ
ード，科学教師の専門性向上のスタンダード，科学教育評価スタンダード，科学の内容ス
タンダード，科学教育計画スタンダード，そして，科学教育システムスタンダードである。
全米科学教育スタンダードの特徴は，6 つのスタンダードの調和が取れて初めて，科学教
育が活性化されるとしている点である。
科学教育内容スタンダードは，幼稚園から第 4 学年，第 5 学年から第 8 学年，第 9 学年
から第 12 学年の 3 つのまとまりで構成され，科学の本質・テクノロジーの本質・科学技術
と社会との相互補完関係・科学の歴史・科学的探究・あらゆる科学技術に共通する考え（シ
ステムやモデル，エネルギー，スケール，進化，恒常性や調和など）について学年ごとに
学習すべきことを示している。また，質の高い科学の授業と質の高い科学プログラムの実
践のための方略や，地域の中でどのようにどのようなところ（科学館等）と連携して活性
化させるかも記述している。さらに，いわゆる単なる専門領域の細分化された科学教育の
体系化だけではなく，科学を技術との関係で捉え，広く人間社会との深い関係について再
認識することも大切な内容となっている。
また，プロジェクト 2061 においては，理数教科書の評価も行っており，従来型の分厚い
教科書に対して厳しい評価を行っている。このような動きの中で，伝統的に厚みがあり，
科学に関する事典のような教科書を改善する努力が進んできている。
なお，各州においては科学教育スタンダードを策定すると，理科は基本的に K（幼稚園）
から第 12 学年まで必修とされているのが基本である。また，ほとんどの州立大学では高等
学校における 3 科目の科学の履修を入学の条件に挙げている。

（１）教科書の特徴
米国では，教科書として扱われているものには，米国の教科書としてなじみのある分厚
い「教科書」だけでなく，単元毎の教科書又は，あるテーマについての児童・生徒用の読
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み物，実験・観察の学習教材，教師用指導書等が一体となった「学習プログラム」など様々
なものがある。また，教科書の使用義務が基本的にはないため，それぞれの教師が工夫を
しながら授業を実施している （ 注 1 ）。
先に述べたように，現在，米国でも教科書の改善に向けた様々な取組が行われ，各プロ
ジェクトがプログラム等と呼ばれる教科書を作成している。プログラムの中には，低学年
における身近なテーマ毎の学習キットというべき「学習プログラム」から，中学・高校生
用の SEPUP（Science Education for Public Understanding Program）のように，課題解決型の
教科書というようなものもある。米国の教科書について「従来型教科書」と「学習プログ
ラム」というように明確に 2 種類に分類できるものではないが，本稿では，身近なテーマ
毎に分けられた学習キット的なものを「学習プログラム」，多くの単元を含む一定の体系性
があるものを「教科書」として便宜的に 2 種類に分けて記述する。
今回の教科書分析の対象として，アイオワ州のアイオワ市を取り上げた。アイオワ市は，
理科教育の学力のトップレベルの地域であり，また，市の科学教育スタンダードも有して
いるからである。
表１は，アイオワ市の科学教育スタンダードの枠組みであるが，これは他の州における
カリキュラムとほぼ類似した内容になっている。今回分析対象とした教科書やプログラム
は表２に示したものであるが，アイオワ市の教育委員会が選定したものが中心となってい
る。アイオワ市の小学校においては，いわゆる分厚い「教科書」を使用せずに，
「学習プロ
グラム」を使用しているところが多い。
なお，使用している学習プログラムは，カルフォルニア大学バークレイ校のローレンツ
ホールオブサイエンスが開発した FOSS（Full Optional Science System）や INSIGHT（An
Inquiry-Based Elementary School Science Curriculum, Kendall/Hunt Publishing Company），STC
（Science, Technology for Children, Carolina Biological Supply Company）等の「学習プログラ
ム」である。
表１

アイオワ市における小学校・中学校・高等学校における学習内容

生命系

物理化学系

地球・環境系

補足その他

幼稚園

木

繊維または紙

1・2 学年

生きもの

さまざまな球とス

小石と砂とシルト

シャボン玉

蝶の一生

ロープ

生息地・生育地

固体と液体

または成長する生

バランスと動き

き物
3・4 学年

人間の体

電気回路

水

植物の成長

重たいものを持ち

地球を構成するもの

腹ばいで進む 生き物

上げること
音の物理

5・6 学年

食物/栄養物

不思議な粉末

植物を使った実験

てこと滑車

鯨

浮くことと沈むこと

スキューバ

構造
磁石とモーター
7 学年

時間の測定

小さな世界

体と私
極小の生命と遺伝
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生態学と進化
水の質

8 学年

地質学
物質
エネルギー
環境への影響
9 学年

運動

天気

問題解決

ニュートン力学

気象と大気

科学の本質

モーメントと仕事

宇宙

STS

とエネルギー

太陽系

音と光
化学的性質
化学的相互作用
10 学年

生物学

環境分析

AP 生物学
11 学年

応用生物学

化学または H 化学
AP 化学

12 学年

AH 化学

物理学
AP/H 物理学

（ 注 ） 第 10～ 12 学 年 に あ る H は honors， AP は Advanced Placement， AH は Advanced Honors を 示 す

表２

分析した教科書とプログラムのリスト

【教科書】
第 1 学年

McGraw-Hill 社，McGraw-Hill School Division，「Science」，（2000）

第 2 学年

McGraw-Hill 社，McGraw-Hill School Division，「Science」，（2000）

第 3 学年

McGraw-Hill 社，McGraw-Hill School Division，「Science」，（2000）

第 4 学年

McGraw-Hill 社，McGraw-Hill School Division，「Science」，（2000）

第 5 学年

McGraw-Hill 社，McGraw-Hill School Division，「Science」，（2000）

第 6 学年

McGraw-Hill 社，McGraw-Hill School Division，「Science」，（2000）

第 7 学年

Lab-Aids 社，「Issues and Life Science」，SEPUP,

Science Education for Public Understanding

Program, Lawrence Hall of Science, University of California at Berkeley,（2007）
第 8 学年

Prentice Hall 社，「Earth’s Water」，Science Explorer（2000）

第 8 学年

Lab-Aids 社，「Issues and Earth Science」，SEPUP,

Science Education for Public Understanding

Program, Lawrence Hall of Science, University of California at Berkeley,（2007）
第 9 学年

Lab-Aids 社，
「Issues and Physical Science」，SEPUP,

Science Education for Public Understanding

Program, Lawrence Hall of Science, University of California at Berkeley,（2007）
第 10 学年 Pearson Prentice Hall 社，「Biology」，Miller and Levine 著,（2008）
第 10 学年 Pearson Benjamin Cummings 社，「Biology」，AP edition Campbell and Reece 著,（2008）
第 11 学年 McDougal Little（Houghton Mifflin 社），「World of Chemistry」，Zumdahl/Zumdahl/DeCoste 著,
（2007）
第 12 学年 Pearson Education 社，「Conceptual Physics」，Paul G. Hewitt 著,（2009）
第 12 学年 Brooks/Cole 社，「College Physics」，Raymond A. Serway 著,（2006, 2009）

【学習プログラム】
幼稚園

Delta 社，「FOSS」（3 分冊「繊維」，「紙」，「木」）
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（幼稚園

National Science Resources Center, 「Science and Technology for Children Books（STC）」，「紙
の技術」（2006））

幼稚園～第 1 学年 Kendall/Hunt Publishing 社，「Insights」（4 分冊：「私と他人」，「天気」，「感覚」，「球
とスロープ」）（2006）
第 1，2 学年 National Science Resources Center, 「Science and Technology for Children Books（STC）」，
「動きとデザイン」（2006）
第 2，3 学年 Kendall/Hunt Publishing 社，
「Insights」
（5 分冊：「音」
「成長するもの」，
「重たいものを持ち
上げること」，「液体」，「岩石，鉱物，土」，「生息地・生育地」）（2006）
第 3，4 学年 Kendall/Hunt Publishing 社，「Insights」（5 分冊：「骨と骨格」，「不思議な粉末」，「太陽・地
球・月」，「状態変化」，「回路と経路」）（2006）
第 3，4 学年 National Science Resources Center, 「Science and Technology for Children Books（STC）」，「土
地と水」（2006）
第 5，6 学年 Kendall/Hunt Publishing 社，「Insights」（5 分冊：「人の体のシステム」，「構造」，「耳に入る
音」，「どうしらいいのか STS」）（2006）
第 5，6 学年 National Science Resources Center, 「Science and Technology for Children Books（STC）」，「時
間の測定 」，「 植物に関 する 実験」，「食べ物の化学」，「浮かぶことと沈むこと」，「磁石とモ
ーター」，「極小の世界」（2006）
第 7 学年

National Science Resources Center, 「Science and Technology for Children Books（STC）」，「生
態系」（2006）

１）体様
アメリカのアイオワ市で採用している「教科書」
（学習プログラムを含む）の全般的な特
徴であるが，判の大きさとしてはレターサイズの A4 判である。小学校の学習プログラム
は，学年によって多少の違いがあるが，小学校の場合 60 ページぐらいから 150 ページぐら
いで，ハードカバーのものもあれば，ソフトカバーのものもある。教師用指導書が充実し
ており，子どもたちの科学的な探究学習をもっとも大切にしながら，授業の進め方や実験
キットとの対応や学習の進め方などきめ細かい内容が示されている。これを年間生徒は 4
冊を使用することになる。その一方で，2000 年度版の McGraw-Hill 社の小学校用の教科書
は，第 1 学年用が約 280 ページもあり，第 6 学年が 600 ページもある。
中学校レベルでみると，例えば SEPUP の第 9 学年用の教科書の厚さは 2.7cm から 3.5cm
程度で，ページ数も平均 620 ページ程度である。教科書の重さは 1.5kg から 3kg 程度であ
る。
高等学校レベルである第 10 学年から第 12 学年用の教科書はどれも厚く 5cm 以上あり，
ページ数も 900 ページから 1400 ページ（第 10 学年用生物）以上あるものまである。した
がって重さは 2.6kg から 3.5kg 程度である。また，教科書は 5 年から 7 年間使用すること
から，どれもしっかりしたハードカバーであり長持ちさせようという意図がある。
中学校レベルでは，中学校第 1 学年（第 7 学年）が生物であり，中学校第 2 学年（第 8
学年）が物理化学と地学領域（水や地質，環境関係），日本での中学校第 3 学年（第 9 学年，
アイオワ市では高校第 1 学年）が地球科学と物理化学を学ぶようになっており，学年ごと
に教科書が 1 冊にまとめられている。他の会社の教科書では，大きなユニット（日本でい
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うところの大単元や中単元）で分冊しているものもある。生徒用教科書はすべて多色刷り
の仕上がりで大変見やすくなっている。教師用指導書は授業用副教材（OHP シートや実験
観察用ワークシート等）も含めて，とても読みやすく毎時間の授業に対応した使用しやす
いものとなっている。教師用指導書は原則としては白黒で印刷している。教師用指導書は
大変丁寧にできており，授業ですぐ使用するための様々な工夫がなされている。
小学校用の学習プログラムの読み物も中学校の教科書，高等学校の教科書のどれをとっ
ても色刷りは華やかで，見やすく，丁寧なデザインが採用され，立体的で理解されやすい
イラストや写真になっている。挿絵や図表も豊かに導入され，具体的な事実に基づいたも
のや，科学的な思考に必要なものが厳選されているといえる。活字の大きさも確実に発達
段階に応じた文字の大きさとなっている。価格的には，小学校においては一括してクラス
ごとに購入するようになっており，一クラスの 1 単元が生徒 24 人分（アイオワ市では平均
24 人が一クラス）で，アイオワ市が採用している FOSS は単元の内容によりさまざまであ
るが，1 つの単元が$500（約 47,500 円）ぐらいから$1200（約 114,000 円）前後（など）と
なっている。中学校では，生徒用の教科書 1 冊が$48（約 4,600 円）程度であり，教師用指
導書が$200（約 19,000 円）前後である。高等学校の教科書は厚い分だけ価格も高く，$80
（約 7,600 円）から$175（約 16,600 円）程度である。アイオワ市の場合，市の教科書選定
委員会が教科書を選定し決定することから，アイオワ市が予算措置を行っている。

Foss の小学校用単元「磁性と電気」に関する教師用指導書，準備用ビデオ，児童用図
書，実験キットを示した写真

２）目次からみた教科書の構成
アイオワ市の小学校で使用している FOSS，INSIGHT，STC 等というテーマ毎に分けら
れたプログラムに基づいた学習プログラムの場合，児童用図書には，生徒に日常的な問題
から理科的内容を考えさせる読み物風になっていたりして，いわゆる教科書の目次的なも
のがないものもある。INSIGHT の目次は教師用指導書にあり，生徒用のワークシートと実
験観察用の学習材がセットになっている。例えば，小学校第 5 学年で採用されている，
INSIGHT の「不思議な白い粉」の大単元では，理科授業における学習の流れがあり，まず，
それぞれの章の最初で生徒の興味が湧くような問題や課題が提示され，それに対して議論
が行われ，その問題や課題に対して，どのような探究学習が可能か話し合い，考えられる
原因を探ったり，注意しなければならないことを確認し合ったり，実際に観察や実験を行
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い，その結果を整理し，結果が意味することについて話し合い，どのような日常生活の中
の内容に関係するかを議論したりするようになっている。その際，科学的な証拠とは何な
のかや変数が何であったかなどを確認したりする作業についても示されている。
中学校では，アイオワ市で採用している SEPUP の場合，目次が大変解り易くできており，
単元ごとに別々の色が割り当てられている。SEPUP の場合，教科書はシンプルですっきり
している。構成から読みとれる日本の教科書観とは異なる特徴として，SEPUP の場合，す
べての章や節において，生徒の日常生活に近い内容に関する疑問を共有する場面
（Challenge）と科学的な探究を行うにあたっての科学的方法に関する場面（Procedure），
そして，分析観察するにあたっての視点や科学的な疑問点や科学レポートをまとめるにあ
たっての考察すべきポイントなどが記述されている場面（Analysis）に大きく分かれて記
載されている。これらの学習を保障するための実験教材がセットで購入できるようになっ
ている。単なる実験書ではなく，何度も改定がなされ，生徒がいかに科学的な思考が深ま
るかという点を大切にしている。
高等学校用の教科書の目次も比較的シンプルにできており，見やすくできている。目次項
目が一列組みで示されている。高等学校の教科書の特徴としては，立体画像がふんだんに
使用されており，例えば，生物の教科書の目次では，生物に関連するイシューズ（解決が
困難な課題）という項目や生物に関連する仕事，生物学における歴史，科学・技術・社会
の関係について明確に何度も記載されている。また，実験と活動という中に，探究学習，
すぐできる実験観察，科学者が実際に行っている研究，実験のデザインと実験方法，探検，
データの分析，問題解決という項目のもとにページが割り当てられている。それぞれの各
ページに関係するデジタル教材（会社と連動しているデータバンクや会社が開発したもの）
が示されている。教科書がインターネット上でそのまま見ることができ，宿題も含めた家
庭での学習はウェブ上ですべてできるようになっている。

３）教科書の分析
①小・中学校の特定分野に関する教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
エネルギーという科学用
語は小学校低学年から多用
されており，科学技術に共
通する考えの一つとみなさ
れる。中学校段階の第 8 学
年 で は ， SEPUP に お い て
“Energy”の 単 元 で エ ネ ル ギ
ー資源問題を取り上げ，原
子力を含めたすべての電気
エネルギー生成方法につい
て示し，それぞれの特徴を

SEPUP
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比較したり，科学的探究学習ができたりするようになっていた。中学は基本的にエネルギ
ーの移動に関する内容で，様々なエネルギーの形態に移り変わっていくことが学習されて
いる。核エネルギーの詳しい科学的な原理は，ほとんどが高等学校の物理である。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入，
全米科学スタンダードでは，第 5 学年から第 8 学年において，粒子概念を導入すること
を奨めており，Insights では
第 4 学年から第 5 学年用の
状態変化というユニットの
なかで，粒子概念が小さな
粒々が存在していて気体か
ら液体や液体から気体に変
化しているのではないかと
いうモデル化した形で扱わ
れている。中学用の SEPUP
では，物質の化学のところ
で分子・原子を正面から扱
SEPUP における分子・原子

っている。
ウ）DNA の導入，
小学校から「遺伝」や「進
化」という文言が繰り返し
導入されている。中学校で
は「生殖」と「遺伝」が単
元となっている。中学校用
SEPUP の第 7 学年理科の教
科書では「遺伝子と私たち」
という単元で DNA が扱わ
れている。

SEPUP の中の DNA

エ）惑星
惑星は，全米科学教育スタンダードでは第 5 学年から第 8 学年で学習することになって
いる。小学校第 5，6 学年用の INSIGHTS では地球と月と太陽のみで惑星の記載は見られ
ない。中学校第 8 学年用の SEPUP では 84 節に動いている「太陽系」の学習の中に惑星と
いう学習内容が入っている。アイオワ市では第 9 学年で学習している。
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SEPUP の中の惑星の節

４）教科書充実の工夫
小学校・中学校・高等学校のどのレベルにも共通していることは，児童生徒の日常的な
体験や経験を大切にしながら，実験や観察をできるだけ導入しようという考えが根底にあ
ることである。また，科学的な思考を深めるためには，科学的な活動を実際に行う必要が
あり，教科書と具体的な実験や観察と対応する実験観察キットを使用する文脈が示されて
いることである。そして，教師用指導書を中心に関連する様々な補助教材との関連や使用
の事例が示されていた。また，中学校・高等学校と学年が上がるについて，さまざまな関
連したデジタル教材やビデオ教材とリンクが示され，さらに学習したい学生のための学習
材の工夫もなされるようになっている。教師用指導書が小・中学校では充実しており，こ
の中にワークシートや OHP シートのモデルが含まれ，この中で生徒がまとめるべきところ
や評価の観点なども完備されていた。高等学校の場合は，教科書のすべてのページがデジ
タル化されており，教科書を購入した場合，さまざまな副教材が教師と生徒に提供される
工夫がなされている。

５）自学自習にも適した丁寧な記述，練習問題や文章量の充実のための工夫
典型的な「分厚い」教科書は，州ごとの教科スタンダードを取り入れながら，結果とし
てかなり膨大な厚さになっているという現実があるが，教科書会社は様々なニーズを分析
していろいろなタイプの教科書を作成しているといえる。
すなわち，ホームスクールに適した教科書であるとか，小中学校である場合は実験観察
セットと一体化した探究学習を重視した教科書又は学習プログラムであるとか，高校にお
いても探究学習に重点をおいた教科書などが増えているといえよう。特に，高等学校では
ウェブ上での自学自習ができるよう，e-learning 的な機能が完備されていた。

（３）現地調査の結果から
平成 20 年の 12 月にアイオワ州のアイオワ市の教育委員会や小学校，中学校，高等学校，
平 成 21 年 1 月 に は ア イ オ ワ 市 の 小 学 校 や 中 学 校 で 採 用 さ れ て い る FOSS（ Full Option
Science System）や SEPUP（Science Education for Public Understanding Program, University of
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California at Berkeley）を開発した LHS（ローレンツホールオブサイエンス）への訪問を行
った。12 月訪問したのはアイオワ大学，アイオワ市教育委員会，Lemme 小学校，South East
中学校，Northwest 中学校，City 高等学校を訪問し 9 人にインタビューすることができた。
訪問した学校は大学の町であることもあり，保護者の教育水準は高く，財政的にも豊かな
ところであるといえる。したがって，どの学校も理科授業のための設備は整い，授業のた
めのアイオワ市からの教材費も多いといえる。理科室は整理整頓が行き届いているだけで
なく，様々なオリジナルな学習材が準備されていたことからも教師の質が高いことが推測
された。大学からの教育実習生が長期（3.5 か月程度）にわたって学校で実習を行うので，
常に大学の教員も含めた評価者の出入りがあり，きめ細かな学習が求められているとのこ
とであった。以下は複数の教師へのインタビューのまとめである。詳細は節末の資料３を
参照して欲しい。

１）教科書が授業でどのように使われているか
・アイオワ市の小学校では分冊化された教科書やプログラムを使用しているとのことであ
る。
・教育委員会と学校の先生方によるカリキュラム委員会により，探究学習を中心とする教
師用指導書と実験観察のための教材キットならびに分冊化された教科書やプログラムか
らなる FOSS，INSIGHT，STC という新しいタイプの理科授業が展開されていた。1993
年ごろから試行が繰り返された後に，州としても導入が認められ公的予算が投入される
ようになった。教員は，デモイ（アイオワ州都）の教育センターにおいて，新しいユニ
ットで授業を行うための必修の研修に参加しなければならないということであった。
・アイオワ市のような各地区の教育委員会は FOSS，INSIGHT，STC の中身を地区の小学
校の先生にパイロット的に使用してもらい，どのユニットが優れているかを比較検討し，
平均年 4 つのユニット（単元のような学習のまとまりのこと）の採用を決定し，アイオ
ワ市教育委員会に所属する小学校全体を 4 つの地区に分け，実験教材を移動させて使用
しながら学習が展開するようになっているとのことであった。

２）教科書の位置付けはどのようになっているか。
・小学校の分冊化された教科書やプログラム及び教師用指導書は市のスタンダードの内容
のみを購入する。基本的にその地域（市や郡レベル）の教育委員会が各教科のスタンダ
ード（カリキュラムガイドライン）を示し，この内容を指導すればよい。

３）学校や家庭で子供が教科書をどのように使っているか。
・教科書は貸与制であり教科書への書込み等は認められていない。

４）副教材を使っているか。
・小学校・中学校の場合は実験・観察キットがある。教育委員会で一括して購入し，それ
らを地区内で順番に使用している。

５）教科書使用における教師の裁量はどの程度か。
225

Ⅳ．理科の教科書

・教師は市で作成されたカリキュラムガイドに沿って行うことが義務であり，小学校は分
冊化された単元ごとの教科書やプログラム，教師用指導書に沿って行うことで満たされ
る。中学校用の SEPUP は市のカリキュラムと 80％ぐらいオーバーラップしており，時
間的な余裕が生じた場合何をやるかは教師の裁量である。

６）デジタル・コンテンツについて
・中学校ではデジタル・コンテンツ（教科書の付録としての資料や練習問題が収められて
いる CD-ROM，教科書全冊がデジタル化されたものなど）が次第に充実しつつあるとい
った状況であるが，高等学校ではほぼ完備している。

７）その他
・全米の到達度調査ではトップレベルの成績を出している地域の子どもたちである。クラ
スの規模は常に 20 人から 25 人程度であった。大変生き生きしていた。
・インタビューした教師のほとんどが教育学修士であった。
８）まとめ
全米科学教育スタンダードや AAAS のプロジェクト 2061 の影響や，TIMSS の評価結果
ならびに OECD/PISA の国際比較調査結果の影響が大きく教科書の工夫に現れているとい
える。この影響は大学の入学時に受けなければならない SAT（Scholastic Assessment Test，
大学進学適性試験），ACT（American College Testing Program 全米大学試験プログラム）に
も影響を及ぼしていると考えられ，SAT や ACT は独自の NORM（診断基準）を作成して
いるとされるが，この 10 数年で，より高度な思考力や総合的な判断力を問う問題が増加し
ており，知識の暗記のみで解答ができるような問題は激減しているとの知見を得た。この
ような意味で，予備校がほとんど存在しないアメリカにとって，教科書の充実や副教材の
充実，科学の授業の充実は大変重要なポイントであるといえる。
今回のアメリカでの調査により，様々な新たな内容が明らかになったが，まず，大きく
認識を変えなければならないことは小学校における動きであった。州のスタンダードに対
応した，探究学習を成立させるための大単元ごとに分冊化された教科書やプログラムと教
師用指導書と実験・観察キット，さらに科学読み物が相互に連動して学習が展開されてい
る点である。ただし，私立の能力の高い生徒が集まっているアカデミーと呼ばれる中高一
貫の学校では，実験室も大学レベルで完備され，消耗品等を購入する年間予算も確保され
ているので，従来の大学で使用されているような伝統的な教科書が好まれているという話
も伺うことができた。その一方で，公立学校において財政に余裕がない学区では，
「学習プ
ログラム」が購入できないところも多いことも明らかになった。何れにしても大学入学の
ための試験内容が PISA 型の試験内容に大きくシフトしていることは，高等学校において
も探究学習をしっかり行わなければならない状況を醸成していることになっていた。日本
における大学入試との比較研究も必要ではないだろうか。
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【注】
1． 2000 年の「小学校科学授業の状況」では，アメリカの小学校教員で市販の教科書あるいは
プログラムを使用しているのは，第 2 学年までを指導している教員の 54％，第 3 学年から第 5
学年を指導している教員の 77％と示されている。（http://2000survey.horizon-research.com/report
s/elem_science/elem_science.pdf）

【資料】
１．AAAS の概要
1848 年に創設された米国科学振興協会は，世界を代表する総合科学協会であり，個人会員は
13 万 2,000 名を数え，提携する科学関係学協会，工学関係学協会及び学術関係学協会は 300 近
くに上る。AAAS は，科学や人間の進歩を目標とする様々な活動に従事している。そうした目
標達成を促すため，AAAS は，科学者の責任と人権，科学における各国政府の関係，科学に関
する一般大衆の理解，科学教育，科学と工学に関する国際協力，並びに科学及び工学における
女性，少数民族，障害者にとっての機会など，科学及び技術での政策に関係する多様な計画の
提言を用意している。AAAS はまた，専門家向けの週刊誌『科学（Science）』や，学校及び図
書館向けのレビュー誌『科学の本とフィルム（Science Books ＆ Films）』を刊行している。
２．プロジェクト 2061 の基本構成（Science for All American から引用）
プロジェクト 2061 は，非常に必要性が大きい科学，数学，技術における教育改革に貢献す
るための，目的別の継続的な 3 段階の行動計画で構成されている。
・第 1 段階は科学的リテラシーの内容に重点を置くものである。その目的は，すべての子ど
もが幼稚園から高校に至るまでのその総体的な就学経験の結果として習得すべき知識，技能，
態度を詳細に示すことによって，改革のための概念的基盤を確立することにあった。『すべて
のアメリカ人のための科学』及び科学パネルの報告書は，この段階における主たる成果である。
・第 2 段階は教育者や科学者のチームが関係するもので，『全米市民のための科学』を学区
及び州において利用するためのいくつかの新しいカリキュラム・モデルに転換するための作業
である。この段階を通じて，本プロジェクトではまた，教師教育，教材，及び教育技術，試験，
学校組織，教育政策，及び教育研究に関連した改革の青写真が作成される。
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・第 3 段階では，教育改革に積極的な多くのグループが，第 1 段階及び第 2 段階の成果を活
用し，米国全体の科学的リテラシーの向上を図るための 10 年以上に及ぶ広範な相互協力活動
を展開していくことになろう。
３．現地調査でのインタビューのまとめ
（１）教科書が授業でどのように使われているか
①理数の教科書は，授業中どのように使われているか。その使い方は，当該国・地区で一般的
な利用のされ方か。教科書の種類（別会社のもの等）によって使われ方は異なるのか。
・教 科 書 は 探 究 学 習 が 遂 行 で き る よ う に ， 日 常 的 な 疑 問 や 生 徒 の 発 想 を 大 切 に し な が
ら，学習を促すものとなっている。
・教師用指導書が極めてよく研究されたものになっている。SEPUP がユニークである
ので，他の教科書を使用した場合，教え方はかなり異なってくるという意見を多くの
先生方から頂いた。
②教科書に記載されているドリル問題や演習問題はどのように活用されているのか。
・ドリル問題は行わなくなっている。それは，SAT や ITBS などの全米で使用されてい
る到達度テストの質的な転換により，知識のみを問う問題がほとんど姿を消し，科学
的な思考のもとに問題を解く形式が増え，実験や観察をともなう科学的な探究学習を
していないと解けない形式が増えたことにもよる。
③職業や進路との関連等についてはどのように教えているのか。また，そのような内容は第何
学年程度から特に留意して教えているのか。
・幼稚園から高校までふんだんに意図的に埋め込まれている。ただし，小学校は教科書
や教師用指導書の中に，中学校では SEPUP はむしろキャリア教育が少ない（それで
も日本の教科書よりははるかに多い）ので，他の資料に意図的にアクセスしながら，
具体的探究学習のなかで科学者との接点をつくる工夫をしているとのことであった。
④理科教科書に記載のある実験・観察の取扱い方
・小学校では，教科書や教師用指導書が基本的に実験と観察からなる探究学習が成立す
ることを前提としており，それに付随したキットを用い，毎時間学習が展開されてい
る。中学も，教師用指導書と教科書が一体化され，小学校と同様これらの学習に対応
した実験・観察キットを使用しながら探究学習が進んでいくとのことであった。
（２）教科書の位置付けはどのようになっているか。
①当該科目の教科書の位置付けはどのようなものか。主たる教材か，従たる教材か。必要に応
じて参照する資料集的なものか。また，版の古い教科書の活用状況。
・小 学 校 は 単 元 ご と の 分 冊 化 さ れ た 教 科 書 や プ ロ グ ラ ム ， 科 学 的 な 読 み 物 が あ る ，
Insight については教師用指導書そのものが教育プログラムを提供している。
・教 師 用 指 導 書 に あ る さ ま ざ ま な ワ ー ク シ ー ト と 実 験 観 察 キ ッ ト に よ っ て 学 習 が 進 む
ようになっている。
・中学校は探究学習が学習の中心的な位置づけである。
・版の古いものはリサイクルショップが買い上げ，そこから海外等へのマーケットに売
られる。しかし，教師の裁量で決まるので，先生によっては田舎の地区に無償で貸与
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することもしているとのことであった。高等学校も同様である。地区や郡によって異
なるが教科書は 5 年から 7 年間使用する。
②教科書に記載されていることはすべて教えるのか。教えなかった内容はどのようにフォロー
されるのか。
・基本的にその地域（市や郡レベル）の教育委員会が各教科のスタンダード（カリキュ
ラムガイドライン）を示す。この内容をクリヤーすれば良い。
・小 学 校 の 分 冊 化 さ れ た 教 科 書 や プ ロ グ ラ ム 及 び 教 師 用 ガ イ ド ブ ッ ク は 市 の ス タ ン ダ
ードの内容のみを購入する。
・中学校は 85％ぐらいの教科書の内容がスタンダードの内容である。高等学校は第 9
学年は 8 割程度，第 10 学年の生物は 50％ぐらいが市のスタンダードの内容であると
いう返事が返ってきた。
③教えなかった内容は，他の学年で教えるという場合：そもそもクラス替えはあるのか（担当
者が原則変わるのか）。
・その必要は無いとのことであった。
・科学については問題は無いという返事であった。市のスタンダードに則って授業をカ
バーしているので，教えなかった内容は無いといえる。ただし，教科書にある内容で，
より深く教えたい場合は，余った時間があれば，取り上げる自由はある。
・高校については教科書会社が同じ教科書をすべてデジタル化しており，自分で予習し
たり復習したりできるようになっている。
④昔の教科書と比べてどのような点が改善されていると感じているか。また，位置付けは変化
しているのか。
・アイオワ州の場合，このような流れは全米科学教育スタンダードが出る前の 1993 年
ごろから始まっている。現在の教科書に至るまで改訂が繰り返されてきた。
・知識を教え込むことはかなり少なくなった。具体的な科学的な探究を行う中で，科学
学習が進んでいくのがもっとも適切である。
⑤使用している教科書の特徴：どのようなところが優れていると感じているか，また，使いに
くい点，指導しづらい分野・単元はどのようなところか。教科書の厚さについてどのように
考えているか。使いやすい教科書のイメージは？
・科学的探究学習が中心に展開され，何度も現場でフィールドテストを重ねられ，改定
されつくしたものなので，教師にとって使いやすいもの，児童生徒にとって大変使い
やすいものとなっている。
・中学校の SEPUP は他の伝統的な教科書よりは薄くなっている。科学的な生徒の疑問
を大切にした探究学習となっているので，大変よくできているし，使いやすくなって
いる。教師用指導書も多くの研究者や全米の教師の工夫の結晶であるといえる。した
がって，使いやすい教科書のイメージはフィールドテストが十分行われたものといえ
る。
⑥上級学校への進学認定試験等と教科書との関係：進学認定試験のためには教科書の内容を理
解する学習をしているのか。
・大 学 に ス コ ア ー が 出 さ れ る 全 国 到 達 度 試 験 の 内 容 が 思 考 力 や 判 断 力 を 問 う 問 題 と な
っていることから，科学的な探究学習を行わなければならない文脈が形成された。
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（３）学校や家庭で子供が教科書をどのように使っているか。
①教科書への書込みやラインマーカ等でチェックは認められているか（貸与制か，給付制か。）。
・認められていない。生徒はジャーナルノートとバインダーを持っており，その中に学
習した内容が集められていた。
・ポートフォリオ評価がなされていた。したがって貸与制といえる。
②宿題はどの程度あるのか。それは教科書やプログラムを使用して行うものか。
・小学校での宿題はあまり出されない。
・中学校は先生にもよるが，教科書を持って帰る場合はまとめの文章を書くために必要
であるからであり，ある先生はロッカーにしまっているほうが多いと述べた。
・高校はロッカーであり，家ではインターネットで教科書にアクセスできるという返答
であった。
③学校で教科書のすべての内容が教えられていない場合，自習教材として教科書が家庭で利用
されているのか。
・教科書のすべての内容を教える必要はない。
・あくまで，市のカリキュラムガイドで示された内容を教えることが義務である。
（４）副教材を使っているか。
①教科書以外の教材にはどのような種類があるのか。また，よく利用する副教材はどのような
ものか。一人ひとり利用する副教材に係る経費は誰が負担しているのか。
・小学校・中学校の場合は実験・観察キットがあり，教育委員会で一括して購入。
・前述の内容にもあるが，アイオワ市や州の地域を 4 区域に分け，4 種類の実験キット
を順番に回すということにより，予算の削減を実現しているとのことであった。
②副教材の利用と教科書の関係はどのようなものか。
・小学校と中学校の場合，100％対応したものとなっている。
・科学的な探究のために一体化している。大変徹底しており，実験が終わった後の考察
を記述が終了しない場合，宿題となり家庭でまとめることになることもあるとのこと
であった。
（５）教科書使用における教師の裁量はどの程度か。
①教科書のどこから教えるか，また，どの個所を教えるか（教えないか）など教師はどの程度
の裁量を有しているのか。
・教師は市で作成されたカリキュラムガイドに沿って行うことが義務であり，小学校は
分冊化された単元ごとの教科書やプログラム，教師用指導書に沿って行うことで満た
される。
・中学校用の SEPUP は市のカリキュラムと 80％ぐらいオーバーラップしており，時間
的な余裕が生じた場合何をやるかは教師の裁量である。
・同じ単元でも教師の採用で，より高度な内容を扱う自由はある。
②全国的（全州）な学力調査と教科書の内容との関係
・大変関係あるといえる。アイオワ州は全国でもトップレベルであり，その理由の一つ
は質の高い教科書を使用していることと，アイオワ市が大学の町であるので質の高い
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教師が多数存在するからである。
・教育委員会のカリキュラム関係の責任者は，アイオワ市の教育における競争相手は，
ミネソタ州やウィスコンシン州ぐらいであると述べていたことが印象的であった。
（６） デジタル・コンテンツについて（教科書の付録としての資料や練習問題が収められてい
る CD-ROM，教科書全書がデジタル化されたものなど）
・中学校ではデジタル・コンテンツが次第に充実しつつあるといった状況。
・高校ではほぼ完備。導入の時期については 2000 年前後ごろから急速に展開してきて
いるとのこと。
・中学校では週に 2 回は使用しているとの事。使い方次第で大変価値がある。
・家庭によってはインターネットにアクセスできない方もおり，強力に展開することは
できない。
・あくまで補充的な展開として薦めている。連邦政府と対応している NSF（全米科学財
団）からの研究費はデジタル・コンテンツに対して，多額の研究費を投入しているこ
とから，今後も様々な展開が予想できる。
（７）基本情報の整理
①授業を受ける生徒・児童について
・全米の到達度調査ではトップレベルの成績を出している地域の子どもたちである。ク
ラスの規模は常に 20 人から 25 人程度であった。大変生き生きしていた。
②担当する教師について
・インタビューした教師のほとんどが教育学修士，または科学教育学博士を保有してい
た。大学の教科教育法を担当している先生方であった。
③教室の状況について
・小学校，中学校，高等学校ともに大変整理整頓され，授業がやりやすい状況であった。
・小学校，中学校はほとんど 1 階のみであり，とても広い敷地に立てられており，児童・
生徒と教師がのびのびと教育が展開されている印象を受けた。
・訪問した中学校には 6 つの実験室があり，第 7 学年と第 8 学年のみのミドルスクール
であった。
・高等学校は 4 年間教育で建物も 3 階の建物が平均的な構造であった。
・予想に反したのは，特に高校の中がとても綺麗で，授業の静けさが驚きであった。

（熊野善介）
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４．カナダ
カナダは，10 の州と 3 つの準州とからなり，教育制度が州によって異なるため，教科書
に関わらず，カナダにおける教育の実態を一つの典型として示すことは不可能である。し
かし，理科教育については，すべての州と準州が国全体の教育について協議する場である
カナダ教育大臣協議会（CMEC）が，各州がそれぞれ理科カリキュラムを開発するための
共通の基盤として 1997 年に『幼稚園から第 12 学年までの科学の学習成果に関する共通フ
レームワーク』（以下，「共通フレームワーク」とする）を策定したため，州間の理科カリ
キュラムの共通性は高くなっている。しかし，この「共通フレームワーク」をどこまで採
用するかは各州が独自に決定するものであり，これがカナダ全体の理科カリキュラムであ
るとは言えないが，教科書は，これを概ねの基準としつつ，各州のカリキュラムに沿うよ
うな修正を加えて作成されている。したがって，本調査の報告は，まず，この「共通フレ
ームワーク」の特徴について紹介した後に，具体例としての教科書の記載事項等について
の分析を行う。
「共通フレームワーク」では，理科教育で身につけさせる学力を，「科学とテクノロジ
ーと社会と環境（STSE）」「スキル」
「知識」「態度」の 4 つの「基礎力」から捉え，それぞ
れの学習成果を，各学年段階と，第 3 学年，第 6 学年，第 9 学年，第 12 学年の各終末段階
に対応して示している。図１は，「共通フレームワーク」の構成概念図である。
基礎力１： 科学とテクノロジー，社会，環境（STSE）－生徒は，科学とテクノロジーの
性質，科学とテクノロジーの関係，および科学とテクノロジーが置かれてい
る社会と環境の文脈に対する理解を深める。
基礎力２： スキル－生徒は，科学とテクノロジーを用いた探究のスキル，問題解決スキ
ル，科学的な考えと結果を伝えるスキル，協力のスキル，および十分な知識
に基づいた意志決定のスキルを身につける。
基礎力３： 知識－生徒は，生命科学，自然科学および宇宙地球科学における諸概念につ
いての知識と理解を構築し，その理解を応用して自分の知識を解釈し，統合
し，そして拡張する。
基礎力４： 態度－生徒は，自分自身，社会および環境の相互的な利益を目指し，責任を
もって科学とテクノロジーの知識を獲得し応用するための基礎となる態度
を身につけるように，促される。
それぞれの「基礎力」について，教育内容を具体的に学習成果として表したものが図１
の「全般的学習成果」と「特定の学習成果」となっている。
「全般的学習成果」は，複数の
学年のまとまりに対応しており，その期間終了時までに達成すべき学習内容というやや長
期的な目標を示している一方で，
「特定の学習成果」は，各学年で達成すべき学習内容とい
う短期的な目標を示している。こうして，第 12 学年を終えるまでに習得される目標として
の学習成果が，各学年の各単元の内容について明示されている。各学年の学習単元（クラ
スターと呼ばれている）の名称を図２に示す。なお，第 10 学年までが総合的な理科，第
11 学年以降が分科した物理学，化学，生命科学，宇宙地球科学としての扱いである。
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図１

『幼稚園から第 12 学年までの科学の学習成果に関する共通フレームワーク』の構成概念図
カナダにおける科学的リテラシーのビジョン
カナダの生徒と社会にとっての科学的リテラシーの必要性
カナダにおける科学的リテラシーの 4 つの基礎力の声明

STSE
（科学とテクノロジー，社会，環境）

科学的探究
のプロセス

スキル

知識

各プロセスに共通するスキル

問題解決

科学への興味

疑問を持つことと計画を立てること
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のプロセス
科学とテクノロジーとの関係

実行することと記録すること

科学に対する認識

物理科学

科学的な疑問の追究
協力

科学とテクノロジーが置かれている
社会と環境の文脈

意志決定

分析することと解釈すること

のプロセス

宇宙地球科学

思慮深さ
科学における安全性

コミュニケーションとチームワーク

全般的学習成果

全般的学習成果

全般的学習成果

全般的学習成果

特定の学習成果

特定の学習成果

特定の学習成果

インジケータ
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生命科学
科学とテクノロジーの本質

態度

Ⅳ．理科の教科書

図２

幼稚園から第 12 学年までの各学年で示されている学習単元（クラスター）の名称

［幼稚園から第 3 学年の段階］
幼稚園

第 2 学年

【感覚を働かせて世界を
探究する】

【動物の成長と変化】
【液体と固体】
【相対的位置と運動】

第 1 学年

【生物の必要性と特徴】

【環境の中での空気と水】

【物体と材料の特性】
第 3 学年

【材料と私たちの感覚】
【1 日の変化とある季節の

【植物の成長と変化】
【材料と構造】
【目に見えない力】

中での変化】

【土の中を探究する】

［第 4 学年から第 6 学年の段階］
第 4 学年

第 5 学年

第 6 学年

【棲息地とコミュニティ】

【生命の多様性】

【光】

【電気】

【音】

【飛行】

【岩，鉱物，浸食】

【宇宙】

【基本的必要性を満たし，
健康な体を維持する】
【材料の特性と変化】
【力と単純機械】
【気象】

［第 7 学年から第 9 学年の段階］
第 7 学年

第 8 学年

第 9 学年

【生態系との相互作用】

【繁殖】

【混合物と溶液】

【原子と分子】

【熱】

【電気の特徴】

【地殻】

【宇宙探査】

【細胞，組織，器官，系】
【光学】
【流体】
【地球の水系】
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［ 第 10 学 年 か ら 第 12 学 年 の 段 階 ］
第 10 学年

【生態系の持続性】
【化学反応】
【運動】
【気象の力学】

第 11～12 学年 生命科学

第 11～12 学年 物理学

【生殖と成長】

【力と運動，仕事】

【生命にとっての物質と

【エネルギーと運動量】

エネルギー】

【波】

【遺伝的連続性】

【場】

【進化，変化，そして多様性】

【放射能と現代物理学】

【動的な均衡を保つこと】
【生物間の相互作用】
第 11～12 学年 宇宙地球科学

第 11～12 学年 化学
【有機化学】

【地球のシステム】

【酸とアルカリ】

【地球の資源】

【構造から特性へ】

【地球のプロセス】

【電気化学】

【地質の歴史】

【溶液と化学量論】

【天文学】

【熱化学】

（１）教科書の特徴
カナダでは，「共通フレームワーク」で期待されている「基礎力」としての「学習成果」
を生徒に身に付けさせる理科教科書であることが，多くの州で使用できる共通性を提供す
ることになる。しかし，各州は独自に理科カリキュラムを定めているため，教科書出版社
は，各州で期待される教科書とするための修正を行う必要がある。
理科教科書に対する期待が各州で異なるため，本調査では，特定の教科書をカナダの代
表的な理科教科書として分析することは不可能と判断し，入手できた教科書を事例として
分析することとした。海外に販売できないとか在庫が無いといった理由で，実際の教科書
の入手は非常に困難であったが，結果的に，すべての学年で 1 社以上の教科書を分析に利
用することができた。分析には，以下の教科書を使用した。第 1 学年から第 10 学年までの
Addison Wesley 社，及び，McGraw-Hill Ryerson 社は，世界規模で有力な出版社である。第
11 学年以上は，物理学の教科書のみを分析対象としたが，第 12 学年については，通常の
コースの教科書に加えて，AP（アドバンスド・プレースメント）コース用の高度な水準の
教科書を入手し分析した。ただしこれは，米国製であり AP コースの限られた高校生が使
用するものであるため，カナダでの一般的な特徴を示すとは言い難い。
第 1 学年

Addison Wesley 社 「Science & Technology」
（5 分冊：
「生きている」
「身のまわ
りの変化」「くつを見る」「運動場で」「仕事と遊びのエネルギー」）（2000 年）
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第 2 学年

Addison Wesley 社

「Science & Technology」
（5 分冊：「動物のすべて」
「台

所で」「動きについて」「天気について」「仕事のしくみ」）（2000 年）
第 3 学年

Addison Wesley 社 「Science & Technology」
（5 分冊：
「植物の成長」
「磁石」
「力と運動」「安定性」「土」）（1999 年）

第 4 学年

Addison Wesley 社 「Science & Technology」
（5 分冊：
「習性」
「光」
「音」
「滑
車と歯車」「岩石と鉱物」）（1999 年）

第 5 学年

Addison Wesley 社 「Science & Technology」
（5 分冊：
「人体」
「物質の変化」
「エネルギーの管理」「構造と力」「気象」）（1999 年）

第 6 学年

Addison Wesley 社 「Science & Technology」
（5 分冊：
「生き物の多様性」
「大
気と飛行」「電気」「運動」「宇宙」）（1999 年）

第 7 学年

McGraw-Hill Ryerson 社

「SCIENCEPOWER 7」（1999 年）

第 8 学年

McGraw-Hill Ryerson 社

「SCIENCEPOWER 8」（1999 年）

第 9 学年

McGraw-Hill Ryerson 社

「SCIENCEPOWER 9」（1999 年）

第 10 学年

McGraw-Hill Ryerson 社

「SCIENCEPOWER 10」（2001 年）

第 11 学年

McGraw-Hill Ryerson 社

「Physics 11」（Dick,G.他著，2001 年）

第 12 学年

Nelson 社

第 12 学年

Pearson Prentice Hall 社

「Nelson Physics 12」（Hirsch, A. J. 他著，2003 年）
「Physics for Scientists & Engineers with Modern

Physics」（Giancoli,D.C.著，第 4 版，2009 年，米国製，AP コース用）
なお，学年段階と学校段階との区別は明確ではない。小学校が，第 1 学年（幼稚園（K）
を含む場合もある）から第 5 学年，あるいは第 6 学年，あるいは第 8 学年までの場合など
がある。初等教育学校と中等教育学校との 2 段階の場合もある。高等学校も，4 年間の場
合と 3 年間の場合とがある。したがって，どの学校段階で学習するかを特定することは不
適切であり，どの学年段階で学習かを特定する必要がある。
「共通フレームワーク」が，学
年段階での学習内容を示している背景には，こうした事情がある。
また，後に現地調査によって分かったことであるが，特に小学校段階では，教科書を用
いて理科を指導することは一般的でない。カナダでは，教科書を用いて指導する義務はな
いため，多くの教員が自分なりに工夫した教材を用いて指導をしている。教科書は，教材
の一つであるという位置づけとなっている。財政的にも学校が十分な数の教科書を購入で
きないことがその背景にあると考えられるが，たとえ，教室に生徒数分の教科書が配置さ
れていても，教科書は必要な時だけ，学習の参考として用いるのが一般的な状況となって
いる。したがって，上記のリストの内，特に第 1 学年から第 6 学年の教科書については，
その普及は極めて限られた範囲に止まっていると考えて良いと思われる。
分析に使用する教科書の出版社が異なることも考慮し，以下の分析では，便宜的に，第
1 学年から第 6 学年の教科書を小学校段階，第 7 学年から第 9 学年の教科書を中学校段階，
第 10 学年以降の教科書を高等学校段階と位置づけて，その特徴を分析することとするが，
必ずしも，実態としてはこのような学校段階で区分されていないことに留意していただき
たい。
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１）体様
①小学校（第 1～6 学年）段階の教科書
前述の教科書リストに記したように，各学年が 5 分冊の小冊子で構成されている。
第 1 学年と第 2 学年用については，各冊子のページ数は 16 ページとなっている（学年
では 80 ページ相当）。大きさも，縦 234mm×横 180mm と小さい。価格は，各学年で約 C$31
（約 2,400 円）である。
第 3 学年以降は，第 3 学年用の各冊子のページ数は 39～44 ページ，第 4 学年用では 43
～49 ページ，第 5 学年用では 41～53 ページ，第 6 学年用では 44～50 ページで構成されて
いる（学年では約 200～250 ページ相当）。大きさは，縦 276mm×横 216mm と，北米で一
般的な文書規格である US レターサイズにほぼ一致している。また，すべての冊子はカラ
ー写真や図を含むカラー印刷であるが，ハードカバーではなく，簡易な装丁である。価格
は，各学年で約 C$45（約 3,400 円）である。
②中学校（第 7～9 学年）段階の教科書
中学校段階の教科書は，各学年 1 冊である。大きさは US レターサイズであるが，ペー
ジ数が各学年で 565～666 ページになっている。重さも，各学年でおよそ 1500g～1700g と，
1 学年だけで，日本の中学校理科教科書（4 分冊）の総重量よりも重い。重厚なハードカバ
ーであり，複数年の使用に耐えられる丈夫な装丁となっている。それぞれ，カラー写真や
図を数多く配している。価格は，各学年で約 C$88～99（約 6,700～7,500 円）である。
③高等学校（第 10～12 学年）段階の教科書
高等学校段階の教科書は，中学校よりもさらに重厚で，内容量の増したものとなってい
る。第 10 学年用が 676 ページで約 1900g，第 11 学年用が 811 ページで約 1900g，第 12 学
年用が 805 ページで約 2000g，及び AP 生徒用が約 1300 ページで約 2900g である。第 10
学年用は，中学校段階の教科書と同一の体裁である。それに比べて，第 11 学年用は，文字
が小さく，文字量も増えるが，依然，写真や図は数多く配されている。第 12 学年は，理論
的な説明が増えるためさらに文字量が増えている。特に AP コース用では，小さい文字や
記号の比重が高く，写真や図は少なくなっている。価格は，第 10 学年で約 C$98（約 7,400
円），第 11 学年で約 C$118（約 9,000 円），第 12 学年で約 C$115（約 8,700 円），及び AP
コース用で約 C$128（約 9,700 円）である。

２）目次からみた教科書の構成
①小学校（第 1～6 学年）段階の教科書
各学年とも 5 単元で構成されており，第 3 学年以上では，各単元が，数ページで記述さ
れた 10 程度の節に分かれている。日本の教科書は，総ページ数はおよそ半分であるが，各
学年の単元数は 8 程度と多いため，各単元は 2～3 の少ない節で構成されている。カナダの
教科書の方が，あるトピックについて，より深まりのある学習が可能であり，日本の教科
書の方が，幅広いトピックを，少しずつ学習できるものとなっている。
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②中学校（第 7～9 学年）段階の教科書
中学校においても，各学年とも，4～5 の単元が設定されている。各単元は 3～4 の章を
もち，各章が約 30 ページで 3～5 の節に分かれて記述されている。日本の教科書も，第１
分野と第２分野を合わせると，各学年は 4～5 程度の単元，各単元は 3～4 程度の章で構成
されているが，総ページ数が少ないため，各章は約 10 ページ程度と短く記述されている。
カナダの教科書の方が，あるトピックについて，広く深く学習できる内容をもっており，
日本の教科書の方が，短く要点を学習するものとなっている。
③高等学校（第 10～12 学年）段階の教科書
第 10 学年については，
「理科」であり上記中学校の理科教科書と同じ特徴をもっている。
第 11 学年の「物理」については，5 つの単元「力と運動」「エネルギーと仕事」「波動」
「光と幾何光学」
「電流と磁界」で構成され，これはほぼ日本の物理Ⅰの構成と同様である。
各単元は 2～4 の章をもち，各章が約 50 ページで 3～5 の節に分かれて記述されている。総
ページ数が日本の教科書の約 3 倍であることから，各節の内容も幅広い記述となっている。
第 12 学年の「物理」については，5 つの単元「力と運動：力学」
「エネルギーと運動量」
「電場，重力場，磁場」「光の波動性」「物質とエネルギーの相互作用」で構成され，概ね
日本の物理Ⅱの構成と同様であるが，第 11 学年と同様，ページ数が多く，アインシュタイ
ンの特殊相対性等の発展的な内容や，重力場として天体の運動を扱うなど，幅広い項目に
記述が及んでいる。

３）特定分野に関する教科書の記述
①小・中学校の教科書の分析
第 5 学年「ウラン」より

ア）原子力や原子核エネルギー
小学校第 5 学年に「エネルギーの管理」とい
う単元があり，その中で，
「非再生可能なエネル
ギー資源」という節において，石炭や石油，天
然ガスなどに続いて，ウランという項目が設定
され，そこで，原子力発電所の仕組みと，原子
核エネルギー利用に伴う危険性についての記述
が見られる。
中学校，及び第 10 学年の理科においては，原
子力に関する詳しい内容は扱われていない。第
9 学年の「電流」単元の末尾で，
「電気エネルギ
ーと環境」という節において，原子核エネルギ
ーが，放射性廃棄物を排出することに触れる記
述が見られる。
原子力や原子核エネルギーについて，「物理」
選択者以外の教育では，特に理解を深めるカリ
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キュラムとはなっていないと言える。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入
原子と分子については，「共通フレームワーク」での規定に沿って，第 9 学年の教科書
で，単元「原子と元素」が約 140 ページ扱われており，4 つの章「性質と変化」
「元素に出
会う」「原子構造のモデル」「化学結合」で構成されている。化学的な変化を原子の考え方
で説明し，元素記号，元素の種類，金属元素に関わる科学技術，元素の族などを学ぶ。原
子構造のモデルについては，ボーア・ラザフォードモデル，周期表などについて学習する。
化学結合については，イオン化合物や分子化合物などを扱い，生体内の化学物質について
も学ぶものとなっている。
第 9 学年「分子化合物」より

第 9 学年「DNA の重要性」より

ウ）DNA の導入
DNA については，「共通フレームワーク」の規定に沿って，第 9 学年の教科書で，単元
「繁殖力」が約 150 ページ扱われている中で，4 つの章の最後に「DNA と繁殖のテクノロ
ジー」という章が約 40 ページ割かれている。この章は，
「バイオテクノロジー」
「DNA の重
要性」「バイオテクノロジーと人体」「農業におけるバイオテクノロジー」「環境におけるバイ
オテクノロジー」という 5 つの節で構成されている。
エ）惑星
惑星については，「共通フレームワーク」の規定に沿って，第 6 学年の教科書で，単元
「宇宙」が約 45 ページ扱われている。14 に分かれた節のうち，
「太陽系」という節で，惑
星について学習するものとなっている。第 9 学年の単元「宇宙探査」は，太陽系を出て，
銀河系や星（恒星），星の一生や形成過程，天体の距離の測定，銀河の発見，膨張する宇宙，
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宇宙の形成などを学び，さらに，天体の地球への

第 6 学年「宇宙」より

影響や，宇宙の利用，宇宙探査に関する諸問題，
宇宙探査に関わる職業などを扱っている。
②高等学校の教科書の分析
―第 11～12 学年の「物理」の内容について
第 11～12 学年の「物理」のカリキュラムの範囲
は，日本の「物理Ⅰ」及び「物理Ⅱ」の学習範囲
と大きく異なるものではない。ただし，第 12 学年
において，カナダでは，初歩的な量子力学やアイ
ンシュタインの特殊相対性理論が導入されている
など，部分的に日本で学習されない領域の内容が
扱われている。
第 12 学年の AP コース用の「物理」については，
これが大学で用いられている基礎物理学の教科書
であることから，日本の高等学校の物理教科書の
範囲を大きく上回る幅広い内容に及んでいる。また，微積分学など数学を多用することも
日本と異なる特徴である。
学習内容の記述範囲が日本の教科書よりも幅広いことは，授業時間数が異なることにも
関係している。北米の高校では通常毎日 1 時間，週 5 時間を基本とする履修形態を採って
おり，日本における物理Ⅰや物理Ⅱの授業時数（各週 3 時間を基本）の約 1.7 倍の時間数
が利用可能であることから，その分，年間で学習可能な情報量も多くなっている。

４）教科書充実の工夫
カナダの教科書に共通して見られる充実のための工夫は，「共通フレームワーク」で期
待されている「基礎力」の観点が教科書において表現されていることである。表現方法は，
いくらか異なるにしても，「基礎力」の観点を表現しようとしていることは共通している。
「基礎力」の観点として，日本との比較において参考になるのは，まず，基礎力１「科
学とテクノロジー，社会，環境（STSE）」を表現していることである。これによって，教
科書中で，学習内容に関連させて，科学とテクノロジーの性質，科学とテクノロジーの関
係，および科学とテクノロジーが置かれている社会と環境の文脈に対する理解を深められ
る記述を随所に見ることができる。例えば，身のまわりや社会における関連事象，歴史上
の出来事，カナダ人や科学者・技術者へのインタビューや紹介などである。日本の学習指
導要領では，例えば，中学校において，科学と技術との関連については，第 3 学年の最終
単元に独立して設定されており，それまでの科学の学習と直接結び付いていないなど，日
本の教科書では，日頃から科学を社会や技術，環境の文脈で幅広く解釈させるつくりとは
なっていない。
次に，基礎力２「スキル」に関して，科学的探究のプロセス，問題解決のプロセス，意
志決定のプロセスを伴う活動が教科書中に盛り込まれていることである。また，それぞれ
の活動では，
「疑問を持つことと計画を立てること」
「実行することと記録すること」
「分析
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することと解釈すること」
「コミュニケーションとチームワーク」といったスキルが重視さ
れている。中学校では，生徒がより主体的に活動に取り組むことが重視され，科学的なプ
ロジェクト（課題研究）や，デザインとものづくりを伴う問題解決プロジェクトとしての
扱いも見られる。日本の小中学校の教科書では，ところどころに実験などを伴う活動が配
置されているが，その活動を通して育みたいスキルが明示的ではない。これは，学習指導
要領において育成すべきスキルを明示的に示していないことによっている。結果的に，日
本では，観察実験の際，教科書や教員の指示に従って正確迅速に実行する技能の習得が重
視され，思考力の向上につながる上記のようなスキルが育成されにくい状況にある。カナ
ダでは，
「共通フレームワーク」及びそれを尊重した州カリキュラムの効果として，教科書
においても，育成すべきスキルを明確に示すことで，その育成が促されていると言える。
その他の工夫として，中学校の教科書巻末に，基本的な事項を確認できる資料が約 30
ページにわたって掲載されている。「分類方法」「デザイン方法」「教科書の活用法」「班で
の学習方法」「科学的な測定の単位」「顕微鏡の使用法」「推定法と測定法」「表やグラフ等
の科学的結果の表現方法」
「モデルの活用」
「安全のための記号」
「科学的・技術的な描画法」
「電流計・電圧計の使い方」
「数学的な問題解決方法」といった項目が解説されている。ま
た，本文中においても，数学など，他教科と関連する事項については，基本的な事項が掲
載されている。

（２）現地調査の結果から
平成 20 年 12 月 1 日～3 日に，オンタリオ州トロント市にて，現地調査を行った。州教
育省の紹介により，小学校（第 1～6 学年），中学校（第 7～9 学年），初等教育学校（第 1
～8 学年），高等学校（第 9～12 学年），及び，12 学年のみの学校，それぞれ 1 校を訪問し，
教員にインタビューするとともに，理科関連の授業もしくは教室を観察した。
日本との最大の違いは，教科書は教材の一つであり，教科書を使用するかしないかは，
学校及び教員に委ねられている点である。実際に，インタビューした教育省の担当官も，
「教科書を教える」ことを否定し，「教科書はリソースの一つに過ぎない」ことを強調し
た。なぜなら，州のカリキュラムで規定されている目標が達成すべき事項であるので，そ
れを達成する方法は，学校区（教育委員会）や学校，教員の工夫に委ねられているからで
ある。教科書は，州教育省が適切と認定したもののみ公費での購入が認められる。認定は，
州のカリキュラムとの 85％以上の一致を求めるものとなっており，100％でないことも，
教材の一つとしての教科書の位置づけを反映している。また，各州で異なる基準に対応し
なければならない教科書発行者側への配慮にもなっている。
オンタリオ州における教育財政上の措置は，州が定める生徒一人当たりの教育予算を，
生徒数に比例して，各学校区に配分するものである。配分予算をどう使用するかは，各学
校区と学校に任されているため，学校施設費が優先される場合は，人件費や教材費などが
抑制されることもある。トロント市など，教員の人件費が高い地域でも，やはり教材費や
施設費が抑制されやすいという。教員に教材費が十分でないという意識は強く，理科のよ
うに，観察実験設備や教材の購入費が必要な教科では，教科書の購入に多くの予算が回ら
ないようである。
訪問した学校では，小学校では生徒用の教科書を見ることは無かった。中学校でも，講
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義室に 1 クラス分の教科書が棚に配置してあるが，観察した授業では，生徒も教員もそれ
を利用することはなかった。教員は，自らの指導計画に従って，観察実験と講義を織り交
ぜながら，授業を展開している。しかし，初等教育学校の高学年（第 8 学年）の授業では，
経験年数の短い若手の教員が，教科書を用いて授業を行っていた。彼は，理科専門の教員
ではないため，教科書を使用する方が教えやすいからだという。因みにオンタリオ州では，
第 8 学年までは，全科教員が理科を教えることが可能である。また，高等学校では，特に
第 11 学年以降の物理学や化学の個別科目を教える段階になると，
「 教科書を用いて教える」
ことがより多くなるということである。学校が貸与する教科書を使用するか，生徒自身が
新品か先輩の使用した中古を購入するようになっている。

１）小学校（第 1～6 学年）段階の教科書の使用
小学校では教科書を用いて理科を指導することは一般的でない。訪問した小学校及び初
等教育学校でも，小学生に対する理科授業で教科書は用いていないということであった。
その主たる理由として，州の理科カリキュラムで期待される学力を身に付けさせるために
は，観察実験等の活動を中心に展開することが必要だからという説明であった。教員は，
指導の参考として，教科書や教師用書やその他の資料を利用していた。また，小学校に理
科の特別教室はなく，一般教室で学級担任が理科を教えるのが一般的であるが，訪問した
小学校では，理科室で理科の教員が高学年の理科を教えていた。ただし，生徒に実験机は
なく，一般教室と同じ状況で授業を行うため，薬品や火を用いる実験が行える環境ではな
かった。学校区や各学校の取り組みによって，理科の学習環境は大きく異なると思われる。

２）中学校（第 7～9 学年）段階の教科書の使用
中学校においても教科書を用いて理科を指導することは一般的でない。理科を専門とす
る教員は，様々なリソースを組み合わせて自身の指導計画を構築しているので，教科書へ
の依存度は低いとのことである。教科書は必要な時だけ，学習の参考として用いるのが一
般的な状況となっている。しかし，病気や出張等で，代用教員に授業を代わってもらう場
合は，教科書のページ範囲を指定して，その部分の授業を依頼することが多くある。また，
前述のように，第 8 学年までは，理科を専門としない教員が理科を教えることが可能であ
るため，そうした教員は，教科書を用いて指導することが多いということである。
理科の実験室で生徒実験を伴う授業と，理科の講義室で課題研究の成果を発表させる授
業を観察した。理科室の設備は整っていた。講義室にも，パソコンとプロジェクター，及
び教材提示用の小型カメラはいつでも使えるように用意されていた。

３）高等学校（第 10～12 学年）段階の教科書の使用
高等学校では，広い実験室での講義形式の AP 物理コースの授業を観察した。通常の物
理の授業時間以外に，生徒に実験課題を課して，放課後に，実験室の実験装置を使わせて
実験に取り組ませ，レポートを提出させているということであった。講義では，AP 物理
コース用の分厚い教科書が使用されていた。なお，訪問した学校は，トロント市の代表的
な理数系教育重視校であり，講義，実験，課題研究，調査旅行などをコースに組み込み，
理工系の大学へ進学しても十分な学力を生徒に身に付けさせることを重視していた。
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５．イギリス
（１）教科書の特徴
１）体裁
イギリスの義務教育段階は，学習発達段階により 4 つに区分されており，この区分を Key
Stage（以下，KS と略記）と呼んでいる。初等教育段階である KS1（5 歳から 7 歳：第 1・
2 学年）と KS2（7 歳～11 歳：第 3～6 学年），中等教育段階である KS3（11 歳～14 歳：
第 7～9 学年）と KS4（14 歳～16 歳：第 10・11 学年）（この KS までが義務教育段階），
及び A レベル（KS5 と呼ばれることもある。16 歳～18 歳：第 12・13 学年）である。
イギリスの教科書は，日本の理科教科書よりサイズ（A4 より縦は短く横は広い），重量
とも大きい。また，日本の教科書と同じく，すべてのページがカラー印刷である。なお，
伝統的な A レベルの教科書にはカラー印刷が少ないものもある。
児童生徒用教科書は，ソフトカバーである。活字の大きさは，KS3 や KS4，A レベルで
は，10～11 ポイントくらいであり，KS1 と KS2 はそれより大きな活字である。価格は，
たとえば，”New Star Science”では，£4.5（約 600 円）から£5.25（約 700 円），”Collins KS3
Science Book1”では，£12.99（約 1,800 円）である。教師用書は，たとえば，”New Star Science”
では，£11.5（約 1,600 円）から£28.5（4,000 円）である。
イギリスでは，教科書は自由発行・自由採択が基本である。このことは，出版社や執筆
者などの考え方が強く反映される素地があることを意味している。KS1 と KS2 では，学年
毎に分冊されている教科書や単元毎に分冊されている教科書などがある。KS3 と KS4 では，
伝統的な分科的科学（物理，化学，生物）と総合的科学の 2 種類の教科書がある。KS3 で
は総合的科学の教科書が多いが，KS4 では混在している。なお，わが国の地学領域である
天文分野や地球物理分野は物理領域に，地層や岩石鉱物などの地質分野は化学領域に，化
石や生命進化などの古生物分野は生物領域に含まれる。より専門的に学ぶ A レベルでは，
基本的には分科的科学の教科書である。加えて，KS3 や KS4，A レベルでは，プロジェク
トに基づく教科書もある。そのため，調査・分析した教科書の選定は，KS1 と KS2 は単元
別教科書を，KS3 と KS4 は分科的科学と総合的科学の両方を，A レベルは近年の科学教育
の新しい考え方に基づくプロジェクトを取り上げ，イギリス人科学教育研究者から推薦を
得たものを中心に選定した。
ページ数は KS1，KS2 の単元別教科書では，16 ページから 24 ページである。KS2 の学
年別教科書は，79 ページから 96 ページである。KS3 では，学年別教科書は 150 ページか
ら 230 ページである。KS4 の総合的科学の教科書は 240 ページから 272 ページで，同じ出
版社の分科科学の教科書は，各 270 ページ程度である A レベルの教科書”Salters Advanced
Chemistry: Chemical Storylines” （A レベルの最初の学年のみ使用）は 118 ページで”Salters
Advanced Chemistry: Chemical Ideas”（A レベルの 2 年間使用）は 378 ページである。
イギリスの教科書の特徴の一つは,多くの教科書が見開き 2 ページで 1 つのトピックを構
成している点である。教科書の内容は，ナショナル・カリキュラムや学習計画（Schemes of
Work）に準拠している。学習計画は,教師の指導に役立たせかつ教育水準を保つために資
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格・カリキュラム当局（QCA）と子ども・学校・家族省（DCSF）により示された学習指
導案例である。また，これ以外に KS3 では，”Key Stage 3 National Strategy: Framework for
teaching science”に，KS4 と A レベルは，学外試験委員会による試験詳述書（Specifications）
に準拠している。KS4 と A レベルの多くの教科書には，どの試験委員会の試験詳述書に準
拠しているかが明示されている。

２）目次から見た教科書の構成
目次の構成では，たとえば KS3 の教科書” Collins KS3 Science”では，KS3 の各学年（第
7～9 学年）1 冊の 3 冊から構成されており，各テーマは 2008 年版ナショナル・カリキュラ
ムの「範囲と内容」に対応付けられ 4 つの領域に従い，各テーマはいくつかの単元から構
成されている。また，同じ KS3 でも 2003 年発行の”Oxford Framework Science”は，1999 年
版ナショナル・カリキュラムの学習プログラムなどの区分にこだわらず単元が構成されて
いるものもある。さらに，KS4 の教科書”Twenty First Century Science: Higher& Foundation”
（2006 年版ナショナル・カリキュラムに準拠）は総合的科学の教科書ではあるけれども，
生物領域を示す B，化学領域を示す C，物理領域を示す P が単元名に冠されている。同じ
プロジェクトの教科書でも”Twenty First Century Science: Physics”のように分科的科学の教
科書もある。なお，特に目次の書き方では，疑問文やたとえば「宇宙旅行」といった学習
者の興味関心を喚起するような工夫がなされている場合もある。

３）教科書の分析
①小・中学校の特定分野に関する教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
KS1，2 の”New Star Science”シリーズの単元別教科書には，原子力や核エネルギーの学
習内容は見あたらない。
KS3 の教科書“Collins KS3 Science Book2”では，テーマ「磁気とナビゲーション」中に単
元「原子力」が設けられている。その学習は，電気分野の基礎的な学習の後「発電所」，
「化石燃料の燃焼による問題」，「再生可能なエネルギー源」そして「原子力とは何か？」
のトピックから構成されている。この単元では，化石燃料を用いた発電所のしくみと電力
供給の学習からはじまり，化石燃料の燃焼による大気汚染や水質問題などを学習する。さ
らに，火力発電による問題点の解決のために有効な水力発電を始めとする再生可能なエネ
ルギー源を利用した発電について学ぶ。しかし，再生可能なエネルギー源を用いた発電だ
けでは，私たちが利用する電力量はまかない切ることができないため，大気を汚染しにく
いクリーンエネルギーとして原子力の利用について学ぶ構成となっている。「原子力とは
何か？」は，i)なぜ原子力（の利用が必要）なのか，ii)原子力とは何か（エネルギーを取
り出す仕組み），iii)原子力発電の利点と問題点，iv)核エネルギーがもつ危険性，から構
成されている。原子力発電や核エネルギーの原理の学習ではなく，原子力の利点と問題点・
危険性について学習する（図１）。この教科書では，現代や将来のエネルギー需要に対応
するために原子力はひとつの選択肢として取り上げられており，原子力には利点もあるが
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問題点もあり，学習者自身がその利
用について考える，という視点で学
習が展開されている。
KS4

の “Twenty

First

Century

Science: GCSE Physics”では，単元 P3
「放射性物質」（単元 P の P は，
Physics の P で物理を意味する）の中
に「原子力」，「核エネルギー」に
関 す る 内 容 が あ る 。 ま た ， 単 元 P7
「宇宙の観測」の中に「核エネルギ
ー 」 に 関 す る 内 容 が あ る 。 単 元 P3
「放 射 性物 質」 は ， A：エ ネ ルギ ー
のパターン，B：放射線のすべて，C：
放射線と健康，D：原子内部の変化，
E：原子力，F：核廃棄物，G：将来
のエネルギーから構成されている。
この単元の流れの概要は次の通りで
ある。まず，A では日々の電気の利
用とエネルギー源からの電気の発電
方法を説明し，その中で二酸化炭素
を排出しない原子力発電所の必要性
と問題点があることを学習する。B

図１

原子力や核エネルギーの学習例

1

では放射線全般について放射線の線源や計測方法などについて学習し，特に放射線の危険
性（人体への影響）について学ぶ。C では放射線の医学的な有効利用，そして D は放射線
が放出する仕組み「崩壊」を中心に学習する。E：原子力では，原子力発電の有用性と問
題点について，F では原子力発電所などから出る核廃棄物の影響，そして G では将来のエ
ネルギーのあり方を考える中で原子力発電所の将来性（その利点と問題点）について学習
する。他方，単元 P7「宇宙の観測」では核融合について学習する。核融合は，太陽が放出
するエネルギーとして紹介され，核融合を解明することは太陽（や恒星）を知る手懸りに
なることが指摘されている。なお，同じ KS4 の”AQA Science: GCSE Additional Science”で
は，単元 P2「応用物理」で，核物理学が扱われる。ここでは，核反応，原子核，核分裂，
核融合を学が，最後に核エネルギーの諸問題（原子爆弾の製造など）について，生徒が討
議し，考える活動が設定されている。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入
KS1，2 の”New Star Science”シリーズの単元別教科書には，粒子については扱われるが，
原子・分子といった粒子概念ではない。
KS3 の教科書” Framework Science”では，第 7 学年から物質の三態を表す粒子の概念は導
入されているが，原子・分子といった粒子概念が本格的に導入されるのは第 8 学年の単元
「原子と元素」からである。この段階の具体的な概要は，まず始めに，私たちの世界は多
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くの物質に取り囲まれているとい
う視点から，身の回りには異なる
物質がどれだけ存在しているか注
目させている。そして，それらの
物質は，原子と呼ばれる非常に小
さい粒子によって構成されている
ということを示した上で，元素，
元素記号，分子，化学式について
学習する。具体的には，分子をつ
くらない物質，分子からできてい
る物質の順に，図２に示した図版
を用いて説明されているが，元素
図２

名，元素記号，分子式，原子・分

原子や元素などの学習例

2

子のモデル図をそれぞれ切り離すことなく，まとめて学習するのが特徴的である。
また，別の教科書”Collins KS3 Science”においても同様に，第 7 学年から粒子概念は導入
されているが，原子・分子の概念が本格的に導入されるのは，第 8 学年の単元「原子・元
素・化合物」からである。この単元では，まず始めに元素や元素記号について学習した後，
原子概念を学習する。ここでは，1 ペニー硬貨を具体例として取り上げ，硬貨の直径約 2cm
に銅原子を一列に並べると 7,500 万もの数になることや，それを全校生徒 1000 人で数えて
いくと 24 時間を要することが説明されている。単元の途中ではドルトンの原子説について
の科学史を読む課題がある。単元の終盤では化学反応式について学習するが，言語による
反応式，原子モデルによる反応式，化学式による反応式という順になっている。その中で，
硫黄や酸素の原子モデル図を用いながら二酸化硫黄が生成する様子が説明されている。
KS4 の教科書”Twenty First Century Science: GCSE Science”では，粒子概念（原子・分子）
は既に KS3 で学習していることから，この KS4 では原子・分子の粒子モデルが様々な場
面で頻繁に扱われている。この教科書は，基礎編 Foundation と上級編 Higher に分かれて
おり，これらを比較すると，Higher の方が，原子・分子といった粒子概念がより積極的に
取り入れられている。たとえば，”Twenty First Century Science: GCSE Science Higher”の単
元「物質の選択」では，身の回りの物質を拡大して見ていくと，やがて肉眼では見えない
分子の世界が広がっており，科学者は原子・分子モデルを使用しながら分子配列などを考
えていることが説明されている。ただ，実際の原子や分子は決して有色の小さな球状物質
ではなく，あくまで分子について考える際のモデルであると記載されている。また，ポリ
マーの性質を学習する場面では，エチレンからポリエチレンを生成する縮合について粒子
モデルを使いながら説明されており，さらに，低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレン
の粒子モデル図を用いて，それぞれの性質が示されている。
他方，”Twenty First Century Science: GCSE Additional Science”では，化学反応や化学理論
の説明として粒子モデルを積極的に使用する場面が多いが，単元が進むにつれて，粒子モ
デルを扱う機会は徐々に減少し，たとえば，定性的な学習内容から定量的な学習内容へと
学習がより論理的に展開されるようになっている。
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ウ）DNA の導入
KS1，2 の”New Star Science”シリーズの単元別教科書には，人の違いや植物の根・茎・
葉の分類，ライフサイクルなどについて扱うが，DNA そのものを扱っているわけではない。
KS3 の教科書”Framework Science 7”では，DNA に関する学習として，単元「細胞」，「生
殖」，「多様性と分類学」が扱われている。単元「細胞」では，細胞内構造や体細胞分裂
の項目において，細胞の成長，細胞形成や細胞分化に関する情報を保有するものとして，
核や染色体について学ぶ。次に，単元「生殖」では，受精や生殖細胞（配偶子）の項目に
おいて，親から子へ情報を受け継ぐものとして，染色体や遺伝子について学習するように
なっている。図３に示すように，ヒ
トの受精についての項目で，染色体
や遺伝子が DNA という化学物質で
構成されるものであると記述されて
いる。また，ヒトの 23 種類の染色体
や DNA の分子モデルが提示され，
一卵性双生児についても扱われてい
る。最後に，単元「多様性と分類学」
では，ヒトの様々な形質を取り上げ，
遺伝による多様性と環境による多様
性について学習するようになってい
図３

る。”Framework Science 9”では，単

DNA の学習例

3

元「遺伝と選択」において遺伝，選択，無性生殖について学習する。遺伝については，両
親からそれぞれの配偶子（精子，卵）に遺伝子が提供され，受精によって新しい遺伝子の
組み合わせができることを学ぶ。次に，選択については，自然選択と人為選択の特徴と両
者の比較について学ぶ。最後に，無性生殖の学習では，無性生殖においては親と子が遺伝
的に同一となることから，クローン技術といった発展的な内容を学ぶようになっている。
一方，”Collins KS3 Science Book 3”では，単元「多様性」において，遺伝子が DNA という
化学物質で構成されていること，染色体が遺伝子にある遺伝情報を伝えることだけではな
く，犯罪捜査に DNA 鑑定が用いられることなどの発展的な記述もある。
”Framework Science 9”と”Collins KS3 Science Book 3”では，それぞれクローン羊として有
名なドリーの作成方法（核移植）が取り上げられており，また，クローニングには倫理的
な問題として，ヒトクローンが作成される危険性について言及されていることも特徴的で
ある。そして，両方の教科書とも，ヒトのクローニングの倫理的問題や植物のクローンニ
ングの利点と問題点などについて，生徒自身に考えさせる問いが設定されている。
KS4 の教科書”Twenty First Century Science: GCSE Biology”では，単元「あなたとあなた
の遺伝子」，「地球上の生命」，「成長と発育」，「生態系にまたがる生物学」において，
DNA に関連した学習を行う。「あなたとあなたの遺伝子」では，ヒトの様々な形質には遺
伝情報と環境という 2 つの要因があることが説明され，その後，遺伝情報が存在する場所
としての核，染色体，遺伝子について学ぶようになっている。ここでは，染色体が DNA
とよばれる化学物質で構成されるものであるとの記述が見られ，遺伝子がタンパク質を合
成するための設計図の役割を担っていることにも言及されている。その他に，対立（優性，
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劣性）遺伝子と遺伝病，性染色体とジェンダー，遺伝子工学（遺伝子組換え技術）と倫理
的な諸問題，無性生殖とクローン技術などが扱われている。特に，嚢胞性線維症など具体
的な遺伝病を提示し，遺伝子診断や遺伝子スクリーニング，遺伝子セラピー，クローニン
グなど新しい技術面の実際を取り上げ，事実や証拠に基づき生徒が倫理的な側面を考え意
思決定するよう工夫されている。単元「地球上の生命」のチャールズダーウィンについて
の項目では，遺伝子突然変異とともに，ワトソンとクリックによる DNA の二重らせん構
造を取り上げているのも特徴である。単元「成長と発育」では，体細胞分裂と減数分裂（有
性生殖）の過程，DNA の構造と複製，細胞分化と遺伝子発現，幹細胞，タンパク質合成な
どについて学ぶ。また，単元「生態系にまたがる生物学」では，遺伝子組換えの方法（プ
ラスミド，ベクター，PCR 法）と遺伝子組換え作物，DNA 解析（DNA 鑑定）などについ
て学ぶ。”AQA GCSE Biology”においても，具体的な日常生活における DNA や遺伝に関す
る事例を通して，生徒が生命科学の原理を学び，倫理的問題を考え意思決定するように工
夫された学習展開となっている。
エ）惑星
KS1，2 の”New Star Science”シリーズの単元別教科書には，第 5 学年の単元教科書”The Earth,
Sun and Moon”において，太陽と地球や月について学習するが，惑星全体を扱うわけではない。
KS3 の教科書“Collins K3 Science Book2”では，テーマ「環境，地球，そして宇宙」の中
の単元「宇宙」において惑星について学ぶ。この単元では，KS2 の学習内容を発展させた
地球の自転や公転などと昼夜や季節の関係，月の運行と月の満ち欠けなどが扱われ，太陽
系や重力がその後扱われる。そして，最後に科学的な視点から「宇宙旅行」と「将来の（宇
宙）探査」へと学習は進む。図４は，将来の（宇宙）探査で扱われる惑星探査（土星とタ
イタン）のカッシーニ／ホイヘ
ンスの写真と説明及び質問であ
る。特に，質問事項では，「科
学者はなぜそれほどまでにタイ
タンに興味があるのでしょう
か？」「カッシーニ／ホイヘン
スについてさらに調べましょ
う。また，どのような情報が得
られるのでしょうか？」とある

図４

惑星の学習例

4

ように，惑星に関する学習事項
を通して，科学者の研究内容について考える機会が設けられている。このこと
は，”Framework Science 8”も同様で，天文学や天文学者・天体物理学者の研究について学ぶ。
KS4 では，“Twenty First Century Science: GCSE Physics”の単元 P1（P は物理を意味する）
「宇宙の中の地球」と単元 P7「宇宙の観測」が設けられている。単元 P1「宇宙の中の地
球」では，A：時と空間，B：長大な時間，C：大陸移動，D：プレート・テクトニクス理
論，E：太陽系－危険！，F：何からつくられたか，G：宇宙には私たちだけいるのか？，
H：宇宙はどのようにして始まったのか？といったトピックから構成されている。この単
元では，地球誕生の謎を探ることからはじまり，小惑星や彗星の落下などで生じるクレー
249

Ⅳ．理科の教科書

ターの研究から宇宙の誕生と歴史まで幅広く，宇宙地球科学により解明された歴史的な研
究 成 果 に つ い て 学 習 す る 。 ま た ， 現 在 進 め ら れ て い る 地 球 外 知 的 生 命 体 探 査 （ The SETI
project）やビッグ・バン理論などの紹介もされている。この単元では，科学者が，これま
で地球や宇宙の構成や歴史をどのように議論し，解明してきたのか，について学ぶ。
単元 P7「宇宙の観測」は，トピック 1：天文台と望遠鏡，トピック 2：日食，星間距離，
星の温度，銀河，トピック 3：星の内部，トピック 4：星の一生から構成されている。トピ
ック 1 では屈折望遠鏡や反射望遠鏡などのレンズの性質とそのしくみ，トピック 2 では惑
星の運動から惑星の距離や温度の計測法など，トピック 3 ではスペクトル分析などによる
星の組成から核融合や核分裂，気体の運動など構成元素や粒子の説明，トピック 4 では HR
図などによる星の誕生から最後まで，星の一生について学習することになる。この単元は，
物理領域に位置づけられているため，レンズなどの幾何光学やスペクトル分析などの分光
学といった分野の測定や分析方法の説明が多い。また，単元 P1 と同様に，科学者の考え
や仕事を紹介し，理論が成り立つまでの過程や科学者の研究が多く紹介されている。
②高等学校の教科書の分析
イギリスでは校種に限らず，財団などの支援により科学プロジェクトが編成され，各種
教材・教具が開発される場合がある。ここでは，Aレベル（第12，13学年）の化学教育で
開発・実施されているプロジェクト’Salters Advanced Chemistry’について検討する。
’Salters Advanced Chemistry’ は ， 化 学 を 学 習 す る 中 で の 文 脈 や 背 景 を 扱 う ”Chemical
Storyline” ， 化 学 の 原 理 ・ 法 則 を 扱
う”Chemical

Ideas”，実験やデータ分

析，グループディスカッション等の学
習 活 動 を 扱 う ”Activities”か ら 構 成 さ れ
て い る 。 この中で，学習の中心となる
のは”Chemical Storyline”であり，この教
科書を読み進めていく中で必要となっ
てくる知識や科学的思考力，科学に関
す る ス キ ル な ど を ”Chemical Ideas”
や”Activities”で補っていくことになる。
このプロジェクトの最大の特徴のひ
とつは，従前的な科学の大系を重視し
ている教科書とは違って，日常生活に
おける化学に関する文脈の中で，化学
の原理・法則が展開されている点であ
る。図５は，”Chemical Storylines”の単
元「燃料の開発」の中のトピック「水
素－未来の燃料」であるが，石油や石
炭の消費を表したグラフや将来の燃料
としての水素生産体系のデザインなど
が扱われている。このトピックでは，

図５
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この後，水素エンジンとガソリンエンジンのエネルギー効率を計算して比較することを課
題として与えているが，そのための化学の知識としてエンタルピーや気体を扱った計算方
法などを”Chemical Ideas”で学習する。この一例からも分かるように，日本の高等学校化学
の教科書と異なり，化学の原理を始めに学習するというよりも，むしろ，日常生活の化学
から化学の原理・法則へと，換言すると，日常生活の文脈において化学を学ぶということ
を意識した学習の構成や表現，記述が見て取れる。
このように，科学技術が関連する社会的諸問題を授業に積極的に取り入れ，化学を日常
生活と結びつけることで，生徒に化学への興味関心を喚起し，化学を多面的に捉えるよう
な学習の構成や表現，記述の方法は，わが国の参考になるところである。

４）教科書充実の工夫
①教科書と副教材他
・児童・生徒用教科書以外に，教師用書，CD-ROM 版はほとんどの教科書に附随して作成
されている。この他に，Assessment Pack など多種多様な副教材も作成されている。
・さらに online での学習支援ポータルサイト（学校が出版社とライセンス契約し，ID と
Password が配付される）が開設されている場合がある。学校によっては，生徒にこれを
利用する機会を提供している。
・各教科書のまとめと練習問題から成る Revision Guide がある。購入方法は，学校によっ
て違う。
②教科書の記述の特色
・科学の原理を学びそれを日常生活に応用するという学習の展開ではなく，日常生活の文
脈から出発し，その背後にある科学の原理を学習し，日常生活への科学の応用へと導く
学習の展開になっている場合が多い。
・KS3 や KS4，A レベルでは，科学技術が関わる社会的諸問題を積極的に取り上げ，学習
した知識や事実，証拠に基づき考え意思決定する活動が多く取り入れられている。
・掲載されている図版は，日常生活に関するものが非常に多い。
・KS3 と KS4 の教科書では，単元の扉のページに，これまで学習してきた知識の確認やこ
の単元を学ぶ意義，この単元で学ぶ科学的な考えなどが整理されている。また，単元や
トピックの学習成果（到達目標）が記載されている教科書もある。
・単元末には，単元のまとめと練習問題が掲載されている。特に，KS3”Collins KS3 Science”
では，単元の途中に評価問題が設定され，これまでの学習を自己評価し到達レベルを見
極める工夫が施されている。
・KS3 や KS4 の教科書では，巻末に用語解説と索引が掲載されている。
・KS3 の”Collins KS3 Science”や KS4 のプロジェクト’Twenty First Century Science’の教科書
（分科的科学や総合的科学）に見られるように，科学者の研究（仕事）内容や関連する
科学史などが含まれており，練習問題でもその点についての問いもある。
・観察や実験などの記載は，その目的や準備物，手順や結果の考察まで記載されているわ
が国とは違い，観察や実験を生徒たちが話し合いながら考えることを考慮して，概略の
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説明でとどめている場合が多い。
・リテラシー育成の観点から，教科書では言葉（科学用語や言語）が重視され，教科書に
よっては本文中に用語が整理されている。また，科学史や科学に関する記事などを読む
活動や科学用語を用いた文章作成といった活動が設けられている。たとえば，家庭での
エネルギー節約に関して，地方新聞の記事，小学校の児童への説明，ポエム，地域の人
へ配布するリーフレット，学校でのポスター掲示，のどれかひとつを選び，どのような
方法で，なぜその方法がどのようにエネルギー削減につながるのか，なぜそのようにす
る必要があるのか，を説明する活動などが設けられている。
・教科書によっては，インターネットで調べる学習課題（ICT 活動）やシティズンシップ
や地理といった他教科と関連させた学習課題も設定されている教科書もある。たとえ
ば，”Collins KS3 Science Book 3”の単元「多様性」にある「シティズンシップの活動」で
は，「もし，子どもの性を決定することができたら，家族によってどのような問題が引
き起こされるか議論してみよう。両親が男の子を選択したらどのような問題が生じるだ
ろうか？」といった科学技術が関わる社会的諸問題について話し合いを行う。
③教師への支援
・KS4 のプロジェクト’Twenty First Century Science’では，実践報告や教材リソースなど教
師への情報提供や情報交換のための専用のウェブサイトが開設されており，また教師へ
の研修の機会が提供されている。A レベルのプロジェクト’Salters Advanced Chemistry’も
同じように情報提供や情報交換などのための専用のウェブサイトが開設されている。

（２）現地調査から見た教科書の特色
本調査では，首都圏でもなく田園地帯でもない中間的な都市であり，パブリック・
スクールがあるブリストル市とその近郊のバース市を選定し調査した。
１）教科書の貸与と購入
・教科書の選定は科学教師で相談するが，最終的な決定権は基本的に科学主任にある。
・KS1 と KS2 では，一般的に教科書を用いた授業が行われることは少ない。また，学校予
算の関係から児童一人ひとりに配付することは希である。
・KS3 では，公立私立に限らず学校の予算で購入する。ただし，教科書は授業の始まりに
配付し授業後回収する場合や，学年始めに生徒に配付し学年終了時に回収する場合な
ど，配付と回収は学校による。
・KS4 は，GCSE 試験の試験科目を選定し，それに適合した教科書を購入する。この KS4
まで義務教育段階であるため，公立私立限らず学校予算で購入する。生徒への貸与の方
法は KS3 と同じ。
・義務教育ではない A レベルで，生徒や保護者が教科書を購入する。A レベルにおいても
GCE 試験の試験科目を選定し，それに適合した教科書を使用する。教師は，出版社など
が作成した副教材以外にも，学会や研究機関などの作成した教材を用いる場合が多い。

２）教科書の使用方法
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・KS1 や KS2 では，必ずしも同じ教科書や教材を全員が同時に使用することはない。多様
な教科書や教材をグループで活用している場合が多い。
・調査した公立学校の科学教師の多くが，授業で教科書を頻繁に使用せず，教科書は図表
や図版，練習問題を利用する場合が多いと回答している。宿題は，教師が問題を印刷し
配布する。一方，調査した私立学校の教師は，必ず教科書を使用し，宿題もそこから出
題すると回答している。そのため，生徒は教科書を持ち帰る必要がある。

３）教室環境
・政府の方針で学校の IT 化が進められており，インタラクティブ・ホワイトボードが急速
に普及している。そのため，教科書や教材の CD-ROM 版が作成される傾向にある。
・各実験室は一様ではない。実験以外にも討論や話し合いをするために実験机は可動式が
極めて多い。固定式の場合は，別に可動式を置く実験室もある。

図６

公立 R 校の教壇

図７

公立 R 校の実験室

図６はバース市にある公立 R 校（KS3・KS4，A レベル）の化学実験室の教壇である。
写真左下が生徒用教科書で，教壇の上には PC があり，その背後にはインタラクティブ・
ホワイトボードがある。図７は，同校の生物実験室である。討論がし易いように可動式机
も配置されている。壁のところのコンテナに教科書が整理されて置かれている。
【文献（図表の出典）】
1． Greenway, T., et al., Collins KS3 Science Book 2, Harper Collins Publisher, p. 125, 2008, London.
（実際のページサイズは，縦 280mm×横 220mm）
2． Gammon, P., Framework Science 8, Oxford University Press, p.53, 2003, Oxford.（実際の表は 2
つで，報告書では結合した。サイズは，それぞれ縦 45mm×横 122mm）
3． Gammon, P., Framework Science 7, Oxford University Press, pp.28-29, 2002, Oxford.（実際のペ
ージサイズは，1 ページ縦 276mm×横 219mm）
4． Greenway, T., et al., Collins KS3 Science Book 2, Harper Collins Publisher, p.205, 2008, London.
（実際の図や説明，問題部分のサイズは，縦 90mm×横 217mm）
5． Denby, D., et al., Salters Advanced Chemistry: AS Chemical Storylines (3 rd ed.), p.44. Heinemann,
2008, Essex.（実際のページサイズは，縦 262mm×横 195mm）

（磯﨑哲夫）
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６．フランス
（１）教科書の特徴
フランスでは，教科書の自由発行を原則としており，教科用として編集されていること
により，その図書が教科書として認められている。一般に，教科用の図書は，学習指導要
領に準拠して編集・発行されている。フランスの理科教科書をみると，その役割には，学
習内容を示すとともに，わが国の問題集や資料集のような機能も含まれている。理科教科
書を出版している主な出版社としては，Belin 社，Bordas 社，Hachette 社，Hatier 社，Magnard
社，Nathan 社などを挙げることができる。ここでは，大きな教科書出版社である Hachette
社を中心に，さらに Nathan 社と Bordas 社の理科教科書を参考として分析を行う。

１）体様
小学校の理科教科書の判の大きさは，おおよそ A4 を中心とした大きさとなっている。
ページ数は，1 学年あたりに換算すると，わが国の教科書よりも少ない。表紙はハードカ
バーとなっているものが多く，貸出による数年の使用に耐えうるようになっている。教科
書には，学年ごとに作成されたものや，学習期をもとに 2 学年を合わせて作られているも
のがある。イラストや実物の写真，時には美術作品などが大きく掲載されており，カラフ
ルである。低学年で使用される教科書では大きめの文字で文字数を少なくしているものも
あるが，学年によりスタイルが全く変わらない構成の教科書もある。教科書 1 冊の価格は，
約€12（約 1,400 円）である。
コレージュの理科教科書は，「生命・地球科学」と「物理・化学」に分けて，学年ごと
に作成されている。判の大きさは，おおよそ A4 判である。コレージュ 4 年間の理科教科
書の総ページ数は，各教科書出版社で 1600 ページ前後であり，わが国の中学校 3 年間で用
いられる理科教科書の総ページ数の 3 倍弱と非常に多い。教科書 1 冊あたりの平均は約 230
ページで，ページ数は学年を追って増加する傾向にある。教科書 1 冊の重さは平均して，
わが国の教科書の 2 倍弱程度である。表紙は，貸出による数年の使用に耐えうるよう厚め
に作られている。全ページカラーで，大きな実物の写真や図が多用されている。教科書 1
冊の価格は，約€19（約 2,300 円）である。
リセ第 1 学年では，必修教科として「物理・化学」と「生命・地球科学」が実施されて
いる。教科書は A4 判で，表紙はコレージュに比べて薄手のものが多い。各教科書出版社
ともに，「物理・化学」の教科書は 360 ページ前後，「生命・地球科学」の教科書は 270 ペ
ージ前後と，非常に分厚いものとなっている。第 2 学年からは，バカロレア試験（中等教
育修了資格と高等教育入学資格を兼ねる国家資格の取得試験）に対応して，文学コース，
経済社会コース，科学コースに分かれて授業が行われており，コースにより学習内容は異
なっている。文学コースでは，生活に関わる物理・化学や生命・地球科学の内容からなる
「科学教育」が，経済社会コースでは，生命科学の内容を中心とする「科学教育」が，科
学コースでは，
「物理・化学」と「生命・地球科学」が実施されている。科学コースの「物
理・化学」の教科書は，
「物理」と「化学」の分冊となっており，教科書 1 冊平均 330 ペー
ジである。一方，
「生命・地球科学」の教科書は分冊にはなっておらず，1 冊平均 370 ペー
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ジである。これらの教科書のなかには，400 ページを超えるものや重さが 1kg を超えるも
のもある。教科書は全ページカラーではあるが，コレージュまでの教科書と比べると写真
や図は小さくなり，その代わりに文字がページの多くを占めている。教科書の 1 冊の価格
は，約€28（約 3,400 円）である。
フランスの理科教科書の体様から，その特徴として以下の点が指摘できる。
・教科書はおおよそ A4 判であり，小学校，コレージュ，リセと，上級学年に進むにつれ
て，教科書のページ数は大幅に増加している。
・義務教育段階で使用される教科書の表紙は，貸出による数年の使用に耐えうるようハー
ドカバーもしくは厚地となっている。
・小学校やコレージュの教科書には，身のまわりの事象や実物，実験の様子などの写真や
図がカラーで大きく取り上げられている。

２）目次からみた教科書の構成
教科書に示される学習内容は，学習指導要領に対応したものとなっている。小学校第 1・
2 学年で実施される「世界の発見」の教科書では，空間，時間，生き物，物質が扱われて
おり，児童にとって身近な事象が取り上げられている。小学校第 3～5 学年の「実験科学と
テクノロジー」の教科書に見られる学習内容の構成は，空と大地，物質，エネルギー，生
き物の世界の多様性と単一性，環境教育，人体と保健教育，人間がつくった世界，情報と
ICT（Information and Communication Technology）となっており，学習内容として生物・地
学領域が多くを占めている。例えば，生き物の生活の多様性と単一性では，植物の成長と
ふえかた，昆虫の成長，動物のふえかた，動植物の分類，進化が取り扱われている。
Hachette 社の小学校第 3 学年「実験科学とテクノロジー」の教科書

1

を例にとると，目

次の記述から，その特徴として以下の点を指摘することができる。
○学習課題は疑問形で示され，2 ページで 1 つの課題が取り扱われている
例えば，「水はいつも液体なのかな？」，「水滴はどうなるの？」など，学習課題が疑問
形で示されている。このような表記は，児童が身のまわりの事物・現象に疑問を抱く契機
となったり，教師が児童の抱く疑問を理解したりする際に役立つと考えられる。また，1
つの課題は，見開き 2 ページで，学習の課題提示，資料，説明と補足，理解とまとめまで
展開されており，一題完結主義の構成となっている。
○学習の目的と学習指導要領におけるキーワードが示されている
例えば，「水の三態を知る－三態：液体，固体，気体」，「水の状態変化：蒸発と凝縮に
ついて理解する－状態変化：蒸発，凝縮」のように，それぞれの学習項目において，児童
が何を身につけるべきかが明らかにされており，学習指導において教師が何に重点を置い
て指導するべきかが示されているといえる。
一方，コレージュでは，第 1 学年から実施される「生命･地球科学」において，環境，
人間，生物，地球についての学習が，第 2 学年から実施される「物理･化学」において，物
質，光，電気，運動についての学習がなされている。教科書を見ると，例えば物質の学習
では，学年をおって，身のまわりに存在する水や空気の性質の理解，化学変化と原子・分
子，金属の性質，イオンと化学電池，簡単な化学物質の合成へと内容が展開されている。
第 4 学年「物理・化学」の教科書 2 の目次を分析すると，わが国と異なる教科書の記載
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内容として，以下のような特徴を挙げることができる。
○学習内容に関連する「科学史」や「科学と社会」の項目が示されている
各章のおわりに，「科学史」，「科学と社会」の項目が設定されている。「科学史」では，
学習内容に関連する科学史上の出来事や科学者が，
「科学と社会」では，現代社会における
科学の利用について取り上げられている。このことから，科学の営みについての理解や，
科学に対する興味・関心の喚起が図られていると考えられる。
○練習問題に多くのページが割り当てられている
1 つの章のページ構成は，おおよそ，章のとびらに 2 ページ，学習課題とそれに関わる
実験，観察，解釈，説明に 3 ページ，要点のまとめ 2 ページ，練習問題 6 ページ，科学史
および科学と社会 2 ページである。練習問題では，内容を理解しているかを確認する問題
から，習得した知識を活用する問題まで，様々な角度からの問いが示されている。
○コレージュ修了後の進路や，科学に関わる職業について記述されている
コレージュ修了後，バカロレアを取得するまでにどのような進路があるのか，図で示さ
れている。また，科学に関わる職業の紹介や，職業に就くために必要とされる資格，それ
ぞれの進路に進んだ人物の声が掲載されている。このように，生徒が自分の進路を考える
上で参考となる，具体的な資料が提供されている。

３）特定分野に関する教科書の分析
①小・中学校の教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
Hachette 社が出版している，
小学校の教科「実験科学とテク
ノロジー」の第 4・5 学年用教科
書では，
「 エネルギーはどこから
来るのか」と題して，石油，水
圧，太陽光，風力を例に，エネ
ルギー源としての化石エネルギ

図１

ーや自然エネルギーについての

原子力発電所

3

説明がなされている。さらに，
その他のエネルギー源を説明す
る補足資料のなかで，原子力発
電所が取り上げられており，原
子力発電所の写真とともに，燃
料としてウラン鉱石が使用され
ること，水蒸気が排出されるこ
と，放射能を含む廃棄物の保存
場所に問題があることが説明さ
図２

れている（図１）。このことから，
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エネルギーを得る手段のひとつとしての原子力発電所の存在に触れる程度となっているこ
とが窺える。
コレージュ第 4 学年「物理・化学」の教科書では，電気エネルギーをつくりだす方法と
して，水力発電，風力発電，火力発電，原子力発電のしくみが取り扱われている（図２）。
さらに，環境と持続可能な開発とのかかわりとして，フランスでは電気エネルギーの
80％以上が原子力発電所で作られていること，原子力発電は温室効果に影響をもたらさな
いこと，放射性廃棄物の貯蔵が環境への重大な問題となっていることが説明されている 5 。
このように，フランスの義務教育段階の教科書では，日常使用している電気エネルギー
を供給する方法のひとつとして原子力発電が取り扱われており，そのしくみや環境とのか
かわりについての理解が図られている。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入
粒子概念は，コレージュ第 3 学年の教科
「物理・化学」で導入される。Hachette 社
の教科書では，次のように展開されている。
まず，私たちをとりまく空気について，
体積，圧力，質量の観点からその特性を学
習する。その後，物質の特性を説明するた
めに分子による表現が導入される。導入に
あたっては，気体は分子とよばれる粒でで
きていること，分子モデルを用いて気体が
どのように表現されるかを学ぶ。さらに，
液体や固体の状態の分子モデルによる表現
について学習する（図３）。
次に，燃焼の現象について学んだのち，

図３

分子による表現

まとめ

化学変化を理解するために，分子を構成す
るものとして原子が導入される。原子や分
子の名称，粒子によるモデル，化学式によ
る表現の対応関係について理解するととも
に，モデルを用いた化学変化の表し方を学
習する。これにより，化学反応では，反応
物を構成する原子が組み変わって生成物が
できること，反応の前後で原子の数は保存
されることを理解する。さらに，実験を通
して，化学反応前後で質量は保存されるこ
とを学習する（図４）。
また，第 4 学年の「物理・化学」では，
日常生活で用いられる物質の 1 つとして金
属を取り上げ，その電気伝導性を理解する

図４

ために，原子の構造が説明されている。続
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いて，水溶液の電気伝導性を理解するため，イオンが導入される。そして，イオンの検出
方法と，水溶液中の pH 測定について学習される。
このように，原子や分子といった粒子概念は，前期中等教育段階の教科書において，身
のまわりの物質の性質やその変化を理解するために導入されていることが分かる。
ウ）DNA の導入
DNA は，コレージュ第 4 学年の「生命・地球科学」で導入される。Hachette 社の教科書
では，「人の多様性と単一性」として，学習内容が次のように展開されている。
第 1 章－遺伝とその媒体：ヒトの特徴と，個
人のバリエーション／世代間で現れる形
質／遺伝情報の所在／染色体と遺伝情報
第 2 章－遺伝情報：遺伝情報の単一性／遺
伝子，対立遺伝子／個の遺伝の多様性／
遺伝子プログラムの媒体
第 3 章－遺伝情報の伝達：細胞分裂におけ
る染色体の生成／細胞分裂における遺伝
情報の生成／ガン
第 4 章－人間の多様性の起源：生殖細胞の
形成における染色体の生成／生殖細胞の
形成における遺伝情報の生成／受精と遺
伝子プログラムの生成
DNA については，第 2 章の「遺伝子プロ
図５

グラムの媒体」において，染色体の正体の

DNA のいろいろな状態

8

説明として導入される。まず，細胞中の遺
伝物質を取り出し，DNA を観察する方法に
ついて説明される。さらに，DNA の分子を
電子顕微鏡で観察した写真から，DNA のい
ろいろな状態について説明されている（図
５）。第 3 章の「細胞分裂における遺伝情報
の生成」では，細胞分裂における DNA 量
の変化が取り扱われている（図６）。
教科書には，実物の顕微鏡写真や遺伝子
のモデルなどが多く記載されており，その
学習内容は，わが国の高等学校生物Ⅰの遺
伝の部分に相当するものも取り扱われてい
る。すべての生徒が，遺伝情報と染色体の
関係，DNA の存在，遺伝情報の伝達といっ
図６

た内容を理解することが目指されており，
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ヒトの特性をよりよく理解するために遺伝の学習が行われていることが窺える。
エ）惑星
フランスの小学校第 1・2 学年では，理科に関する独立した教科はない。そのかわり，
空間と時間，生物と物質および技術物に関わる認識を深めるための総合的な教科である，
「世界の発見」が実施されている。
「世界の発見」の教科書では，
「空間」の
項目で，地球に関する説明がみられる。ま
ず，衛星からみた地球の図から，地球は巨
大な球であることが示され，さらに，宇宙
空間における地球の位置として，地球は太
陽の周りをまわる太陽系のなかにあること
が示されている（図７）。
小学校の教科「実験科学とテクノロジー」
の第 4・5 学年用教科書では，「星と地球」
の項目のなかで，補足資料として，宇宙の

図７

なかで太陽が 9 つの惑星の中心となり太陽

宇宙における地球

10

系をつくっていること，惑星は自転しながら太陽の周りをまわっていること，太陽は光を
つくりだす恒星であることが説明されている。また，太陽系の惑星について，太陽からの
距離，惑星の直径，自転周期，公転周期がまとめられている（図８）。

図８

宇宙と太陽系

11

コレージュでは，第 4 学年の教科「物理・化学」で力学の初歩が学習されており，「引
力と重さ」が取り扱われている。そのなかで，太陽系において惑星が太陽の周りにとどま
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っているのはなぜかの疑問をもとに，引力
の説明がなされている。まとめとして，引
力は質量を持つ 2 つの物体同士の相互作用
であること，引力は太陽系の惑星の動きを
支配していることが述べられている（図
９）。
以上のように，フランスの義務教育段階
における惑星の取り扱いとして，小学校で
は，地球の存在を理解するために太陽系が
導入されており，コレージュでは，力学の
導入として，天体の運動を支配する引力が
取り上げられている。
②高等学校の教科書の分析
リセの「物理・化学」うち，特に化学分
野を中心として，Hachette 社の教科書

13

図９

に

引力と重力

12

おいて取り扱われている内容を分析する。
第 1 学年ですべての生徒が学ぶ「物理・化学」では，化学分野のなかで以下の学習内容
が取り扱われている。
第 1 部－化学的か天然か：天然物か合成物か／化学物質の抽出／化学物質の分離と同
定／化学物質の合成
第 2 部－ 物質の構成：原子の構造／原子から化学の体系へ／元素の周期表
第 3 部－ 物質の変化：微視的から巨視的へ，モル／溶液と濃度／化学変化／物質収支
学習内容をみると，まず，身のまわりの物質の中には化学物質がたくさんあることを知
り，化学物質を分離したり合成したりすることにより，化学的な視点から物質について理
解を深めている。その上で，物質を構成する原子や分子，元素について学ぶ。さらに，モ
ルの導入，化学変化の理解と物質収支など，化学を学ぶ上で基礎となる事柄が学習されて
いる。
一方，第 2 学年科学コースの「物理・化学」の化学分野では，次の内容が扱われている。
第 1 部－化学における測定：化学において測定する／物質の量を決定する／電解質溶
液と濃度／化学変化の分析／溶液の電気伝導性／酸塩基反応／酸化還元反応
／滴定による定量
第 2 部－合成化学：有機化学／有機化合物の炭素骨格／炭素骨格の変化／有機化学に
おける特徴的なグループ／特徴的なグループ間の変化
第 3 部－日常におけるエネルギー：物質の結びつき／物質の変化にともなう熱の効果
また，第 3 学年では，以下のような内容構成となっている。
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第 1 部－化学変化は常に速いのか：遅い反応と速い反応／反応の時間的変化／反応速度
第 2 部－化学反応はいつも完全なのか：化学平衡／化学反応の平衡状態；平衡定数／
酸塩基対と酸解離定数／酸塩基滴定
第 3 部－自然発生的な変化の方向は予測できるか？逆になることがあるのか？：平衡
の移動／電池／強制的な変化
第 4 部－物質の変化をどのように制御するか：エステル化と加水分解／エステル化と
加水分解の化学平衡／化学反応の制御
このように，科学コースにおける化学教育では，第 1 学年の学習の基礎の上に，第 2・3
学年の学習内容がスパイラル状に積み上がっており，より詳しく専門的になっていること
が分かる。学習内容には，わが国の大学 1～2 年程度の高度な内容も含まれている。

４）教科書充実の工夫
フランスの理科教科書にみられる特色から，わが国の教科書充実に向けて参考になる事
項として，以下の点を指摘することができる。
○教科書の構成の説明
教科書を活用してどのように学習を進めるのか，教師や生徒が理解することができる。
○学習指導要領の記載
教師が，授業のなかで児童・生徒に何を身につけさせるべきかを理解することができ
る。また，児童・生徒が，学習内容や身につけるべき事柄を知ることができる。
○単元における学習目標の明示
単元の学習目標を理解するとともに，目標を意識しながら学習をすすめることができる。
○日常生活にみられる事物・現象の提示
学習内容に対する興味・関心をもたせるとともに，学習内容が日常生活とどのように
関わっているかを理解することができる。
○実物の写真やモデル図などの提示
提示された写真や図に含まれる情報を読み取る力を養うことができる。
○学習内容のまとめの記述の充実
特にコレージュの教科書では，文章と図による単元のまとめが見られる。科学用語の使
い方と表現のしかたを学ぶとともに，学習内容をイメージとしてとらえることができる。
○段階をおった練習問題の提示
コレージュの教科書では，学習内容を確認する問題，理解を深める問題，身につけた
知識を活用する問題にわけて提示されており，知識の定着と活用が図られている。
○科学史の導入，他の科目や教科との関わりの提示
科学史を導入することで，学習を深めるとともに，「生命・地球科学」や「テクノ ロ
ジー」といった他の科目や教科との関わりを示すことで，理科での学びがそれ自体で独
立したものとならないよう配慮されている。
○CD-ROM やインターネットの利用についての指示
学習者に応じ学習を発展させるツールとして，CD-ROM の利用やインターネットのサ
イトの閲覧について示されている。
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（２）現地調査の結果から
2008 年 10 月 20 日～10 月 24 日，フランスにおける理科教科書の実態に関する調査を実
施した。義務教育段階における理科教科書の使用状況と，理科教科書に対する考え方を探
るため，パリ市のクール・アットマー校，及びフランス教科書出版連盟を訪問した。
パリ市のクール・アットマー校では，小学校とコレージュが併設されており，学校独自
の方針に基づいた教育活動が展開されている。小学校の理科の授業では，学校独自に作成
したテキストが用いられている。授業の中心には，テキストに記述された文章を読むこと，
言葉と図を説明することが据えられており，理科の内容の理解よりも，言葉に触れて記憶
する訓練に重点が置かれている。教科書は学校においておくことになっている。一方，コ
レージュでは，市販の教科書が採用されている。実際の理科の授業では，教師の説明を中
心に展開され，資料として教科書が用いられている。副教材としてのプリントはあまり使
用されておらず，教師の説明をノートに書きとめるよう指導がなされている。生徒は，宿
題をはじめとする家庭での学習のために，教科書を持ち帰っている。
Hachette 社や Nathan 社をはじめとする，主要な教科書出版社 6 社が集まって設立された
フランス教科書出版連盟では，フランスにおける理科教科書に対する考え方が明らかとな
った。まず，小学校の理科教科書は，教師のためのガイドとしての役割を備えていること
である。教科書の作成にあたり，教科書出版社では，実際の授業での子どもの様子や子ど
もの抱く疑問を分析するとともに，答えることが難しいと教師が感じている子どもの質問
について調査が実施されている。このような調査をもとに教科書が作成されているため，
教科書には子どもの抱く疑問が記述されており，教師がどのように教えればよいかについ
てシンプルな例が示されている。つまり，文系出身の多い小学校教員にとって，理科教科
書は授業を実施するための手引き書となっているのである。一方，コレージュでは，理科
教科書は，授業において，実際に見ることができない事物や現象などを説明する際などに，
資料として多く使用されている。また，コレージュの多くの教師は，生徒が自分で勉強す
るために教科書は必要なものであると考えており，家庭で教科書をみる時間が必要である
と思っている。このように，教科書は自学自習のツールとして考えられていることが窺え
る。近年では，インターネットの普及に伴い，紙媒体ではない教科書もつくられるように
なってきている。教科書出版社は，ホームページ上で教師向けに教授資料を提供している。
しかし，授業におけるデジタル・コンテンツ等の利用は，一般化していないのが実情であ
る。
フランスでは，学習指導要領に定める内容は教えられなければならないが，教えるため
の教材の選択は教員の自由である。したがって，教員は教科書を使用してもよいし使用し
なくてもよい。フランスでは，多くの教員が，学習指導要領の内容を教えるために，さま
ざまな教科書出版社の教科書や指導資料を参考にしながら，児童・生徒の実情に応じた教
材を選択している。時には，採用している教科書以外の教科書に掲載されている内容をプ
リントにして使用する場合もある。また，中等教育段階の教科書には，様々なレベルの練
習問題が豊富に掲載されており，宿題として利用されている。
上述の結果から，フランスの理科教科書に対する考え方とその使用状況について，以下
の 3 点にまとめることができる。
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・教科書は，教師が児童・生徒の実態に応じた授業をつくるための参考資料を提供する役
割や，ガイドとしての役割を担っている。
・中等教育段階の理科授業において，教科書は，事物や現象を提示する資料として使用さ
れる場合が多い。
・コレージュやリセの教科書には練習問題が数多く掲載されており，教科書は生徒の自学
自習のためのツールとして考えられる傾向にある。
【引用・参考文献】
1． J. Guichard dir., Sciences expérimentales et technologie CE2, Hachette Education, 2003.
2． J. -P. Durandeau dir., Physique chimie 3e, Hachette Education, 2008.
3． J. Guichard dir., Sciences expérimentales et technologie CM, Hachette Education, 2003, p.142.
4． 前掲書 2, p.118.
5． 同上, p.120.
6． J. -P. Durandeau dir., Physique chimie 4e, Hachette Education, 2007, p.41.
7． 同上, p.61.
8． M. -C. Hervé et al dir., Sciences de la vie et de la Terre 3e, Hachette Education, 2008, p.35.
9． 同上, p.47.
10． G. Blandino et al, Découverte du monde CP-CE1, Hachette Education, 2007, p.27.
11． 前掲書 3, pp.14-15.
12． 前掲書 2, p.189.
13． J. -P. Durandeau et al dir., Physique chimie 2de, Hachette Education, 2004, A. Durupthy dir.,
Chimie 1re S, Hachette Education, 2005, A. Durupthy dir., Chimie Term S, Hachette Education, 2006.

（三好美織）
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７．ドイツ
（１）教科書の特徴
１）体様
ドイツの教育には州ごとの多様性がある。教科書についても州ごとの多様性があり，同
一の出版社でも，ドイツ各州に対応した州別版を出版しているし，また特定の州用ではな
い共通版も出版している。以下の教科書分析の結果は，そうした多様性を網羅するもので
はない。しかし，ここで分析した教科書は代表的な出版社の教科書であり，また，基本的
には共通版の教科書とした。また州別版の分析の場合は，旧西ドイツの首都であったボン
があるノルトライン・ヴェストファーレン州版を分析対象とした。教科書検定における認
可手続きは各州の教育監督官庁によってなされるのが原則であるが，ザールラント，ブラ
ンデンブルク，ザクセン州では，ノルトライン・ヴェストファーレンなど 3 州でパスした
教科書を自動的に認可している

1

。この意味で，ノルトライン・ヴェストファーレン州の

教科書は，当該州だけに特有な面ばかりではなく，ドイツの標準的な面をももっていると
いえよう。したがって分析結果は，ドイツの理科教科書の特質の一端を示している，と思
われる。
さて，初等教育は，全ての国民に共通の４年制の基礎学校で行われ，理科は，独立した
教科ではなく，日本の生活科に一脈相通じる「事実教授」
（Sachunterricht，州によって呼び
方多様）の中の一つの領域として教えられている。教科書はソフトカバーで，また大きさ
は，B5 判，A4 判などである。Schroedel 社の教科書場合，第 1～4 学年までの教科書名は，
『綿毛のタンポポ』である。この教科書シリーズの場合，1 冊の平均のページ数は 77 ペー
ジであり，教科書 1 冊の重さの平均は 322g である。サイズは，縦 296mm×横 210mm であ
る。第 1～4 学年の教科書の平均価格は，€16.1（約 1,900 円）である。多色刷りで，写真，
イラスト，図，表等が多用されている。
中等段階になると，理科の教科は物理学，化学，生物学に分かれる。これは，基幹学校
（ハウプトシューレ），実家学校，ギムナジウム，総合制学校（ゲザムトシューレ）とも基
本的には同様である。ただし，例外もある。例えば，ノルトライン・ヴェストファーレン
州の総合制学校の教育課程には，物理，化学，生物と分科しない「自然科学」という科目
が新設され議論を呼んだ 2 。中等段階は，第 5～9 学年の中等段階Ⅰと第 10～12 学年の中
等段階Ⅱに分かれる。教科書は，ハードカバーで，B5 判が多い。Schroedel 社の教科書，
『物
理』の場合，教科書は中等段階Ⅰ，Ⅱと分冊になっており，教科書 1 冊の平均のページ数
は 464 ページであり，教科書 1 冊の重さの平均は 1116g で，ずっしりと重い。サイズは，
縦 265mm×横 195mm でる。
『物理 中等段階Ⅰ』，
『物理 中等段階Ⅱ』の平均価格は，€39.2
（約 4,700 円）である。教科書の記述は，小さな文字で詳細であり，多色刷りで，写真，
イラスト，図，表等が多用されていて，その説明も大変詳しい。

２）目次から見た教科書の構成
「事実教授」の目次は，例えば，上記 Schroedel 社の教科書である『綿毛のタンポポ』
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の場合，
「時代と文化」，
「人間と社会」，
「自然と生命」，
「技術と労働界」の 4 つの領域に区
分されていて，後者 2 つの領域が，自然科学的・技術的重点がおかれている領域である。4
学年の「自然と生命」の領域には，
「混ぜる，溶ける，分かれる」，
「脈拍と呼吸」，
「健康の
危機」，「池：生活空間」，「水辺や水の中の植物」，「水辺の保護」，「水の中の動物と植物の
観察」，「マガモとビーバー」，「ヒキガエルの成長」という生物的内容や環境の内容が取り
上げられている。
「技術と労働界」には，
「工場でリンゴジュースはどのように作られるか」，
「リンゴジュースはどのようにお客様のところにやって来るか」，「輸送経路」，「重要な発
明」，「電磁石」，「私たちは通信機を作る」，「エネルギーの色々な形」，「再生可能なエネル
ギー」があり，社会科的内容を別にすれば，物理的内容と技術的内容が取り上げられてい
る。
中等段階の理科では，第一に，目次の最初に凡例があり，実験，資料，辞書，CD，危険
などを示す固有のロゴマークなどを解説し教科書の利用に供している。第二に，教科書の
最初に，「生物学とは何か」，「物理学とは何か」，あるいは，科学的な認識を獲得する方法
（科学の方法）についての独立したまとまった記述があることである。これは，現代理科
教育の潮流の一つとなっている「科学の本性」（nature of science）の内容である。例えば，
Klett 社の教科書，
『インプルセ物理』では，
「自然科学的方法」というタイトルがあり，科
学方法は次のように説明されている 3 。
「私たちは私たちの環境を観察し，現象の原因について疑問をもつ。」→「私たちは現象
の説明を探し求める。私たちは現象の間に特定の連関を予想する。」→「私たちは私たちの
予想を実験で確かめる。」→「実験が私たちの予想を立証しなければ，私たちは新たに観察
し考えなければならない。」または「実験が私たちの予想を立証すれば，私たちはその予想
を法則性と見なすことができる。」
確かに，こうした科学の方法の記述は，極めて素朴かつ図式的で，現代科学論の知見か
ら見れば首肯しかねるものであることはいうまでもない。しかし我が国の理科教育では，
科学の成果としての知識とその方法の習得に主眼を置き，理科教育の内容として，学習指
導要領にも，科学の営み・科学的探究を意識的に対象化する「科学の本性」
（ nature of science）
の内容を明確に位置づけてはいないのが現状である。この現状と比較すれば，ドイツの教
科書のこの特質は注目されてよい。

３）特定分野に関する教科書の記述
①小・中学校の特定分野に関する教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
日本の小学校第 4 学年までに相当する基礎学校の「事実教授」の自然科学・技術領域に
は，発電との関係で原子力発電所や核分裂についての記述がある。Westermann 社の教科書，
『モービル』の第 4 学年用には，次の様に記述されている。
「原子力発電所では，核分裂の熱によって電気が得られている。その際に，決して発
電所から外へ漏れ出てはならない危険な放射線が発生する。核分裂で生じる廃棄物は，
極めて長い時間にわたって危険である。」 4
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中等段階Ⅰでは，放射能，核物理学に関する独立した単元がある。Klett 社の『インプル
セ物理 1』では「原子・核物理学」（全 32 ページ）の単元，Schroedel 社の『物理』（ギム
ナジウム・中等段階Ⅰ）では「放射能と核物理学」（全 28 ページ）の単元，Westermann 社
の教科書，
『クーン物理学 1』では「核物理学」
（全 30 ページ）の単元がある。教科書に学
年区分はなされていないので，中等段階Ⅰの 5 年間のどの学年で当該内容を扱うかは教科
表１

単元「核物理学」

原子
・導入
・我々は原子について何を知っているか
イオン化する放射線
・Ｘ線と放射線
・放射線の実証
・放射線の種類
・ α， β， γ 線 の 特 徴
原子核と放射能
・原子核の構造ー核崩壊
・半減期
・私が知りたかったこと：核種による年代規定
イオン化する放射線による危険ー放射線の遮蔽
・放射線の生物への影響
・放射線源
医学，生物学，技術における放射線
・ラジオアイソトープの利用
原子からのエネルギー
・核分裂
・原子力発電所

書からだけではわからない。
3 社の教科書全てにおいて原子力や原子核エネ
ルギーが扱われている。例えば，
『クーン物理学 1』
の当単元は表１のような内容を扱う 5 。
日本の小・中学校に相当する段階から，核分裂，
原子力発電所はもとより，原子物理学の基本的内
容が扱われている。表１からもわかるように扱わ
れる内容は，日本の高校物理の内容である。しか
も，放射線について，物理学的に学習するのみな
らず，その生物学的影響，医学，生物学，技術に
おけるその利用など，多面的に学び，放射線・原
子力と実社会，実生活とのかかわりを生徒が学習
できるような内容構成になっている。また，原子
力発電については，分析した中等段階Ⅰの教科書
全てにおいて取り上げられていて，日本の中学校

までの段階に相当する生徒にとっては，相当高いレベルにあると思われる専門的知識が扱
われる。例えば，『クーン物理学 1』では，核分裂の制御，原子炉，連鎖反応の制御，減速
材，中性子反応，原子力発電所の構造，加圧水型原子炉，軽水炉，沸騰水型原子炉，原子
力発電所の安全性，廃棄物の問題，再処理施設など，詳細な内容が扱われている。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入
初等段階の「事実教授」では，例えば，Schroedel 社の『綿毛のタンポポ』の第 3 学年用
におけるように，水の三態が扱われているが，粒子概念はまだ出てきてはいない。
しかし，日本の小学校第 5 学年から中学校第 3 学年までに相当する中等段階Ⅰの化学教
科書では，さまざまな化学現象が基本的には粒子概念（原子・分子）で説明され，物質量
（モル）概念も扱われている。例えば，Klett 社の化学教科書『元素』における粒子概念関
係の内容は次のようになっている。ただし，上述の物理と同様，教科書に学年区分はなさ
れていないので，中等段階Ⅰの 5 年間のどの学年で当該内容を扱うかは教科書からだけで
はわからない。表２に示されているように，生徒が物質の構造から化学反応について学習し，
粒子数，物質量，原子価などの概念と進み，気体反応の法則，アボガドロの法則などの関連
の法則をも学習し，化学反応を量的にとらえ，算定できるような内容構成になっている 6 。
表２の 3「物質の構造」における粒子概念の導入は，アルコールと水との混合の際に，
その体積が混合前のアルコールと水の体積の和よりも小さくなる現象から始まっている。
粒子観は次のような記述になっている。
「粒子観：アルコールと水という物質が，例えば球形をしている微粒子から構成されて
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表２

粒子概念に直接にかかわる内容

3 物質の構造
・物質は微粒子からできている。
・微粒子の運動
・物質の三態の粒子モデル
・プロジェクト：固体状態における粒子の配列
・再考と深化
4 化学反応
・金属はイオウと反応する。
・元素と結合
・化学反応とエネルギー
・プロジェクト：化学反応のメルクマール
・化学反応と粒子モデル
・再考と深化
5 化学反応の量的関係
・原子とその質量
・関係式
・プ ロ ジ ェ ク ト：プ ラ ス テ ィ ッ ク・ブ ロ ッ ク で 作
った原子結合
・プロジェクト：関係式の算出
・反応図式から反応式へ
6 分子と分子性の物質
・粒子数と物質量
・反応式と質量計算
・気体の反応－気体反応の法則
・分子－アボガドロの法則
・気体粒子の質量算定
・原子価と化学式
・再考と深化

表３

単元「遺伝学」と DNA

遺伝学
1.メ ン デ ル の 法 則
・メンデルが遺伝の法則を発見する
・交雑図－あるモデルがその実験を説明する
・戻し交雑
・メンデルの遺伝の第三法則
・実習：遺伝の法則のモデル実験
2.細 胞 と 遺 伝 の 分 子 的 基 礎
・核分裂
・遺伝の染色体説
・ DNAー 遺 伝 子 に あ る 物 質
・遺 伝 子 か ら 形 質 へ ー あ る た ん ぱ く 質 が エ ン ド ウ
豆を赤くさせる。

いる，と仮定すると，実験で観察された体積減
少が説明できる。水の微粒子とアルコールの微
粒子が互いに同じような形であるが，その大き
さが異なるとすれば，より小さな方の粒子（例
えば水粒子）のいくつかがより大きな方の粒子
（例えばアルコール粒子）の隙間に入り込む。
こう考えると，体積減少がよく説明できる。」 7
このように粒子観を導入すると，次に，すべ
ての物質は微粒子からできていること，球形の
粒子モデル，微粒子の固有運動，拡散，溶解と
結晶化へと進み，それから物質の三態の粒子モ
デル，固体の粒子配置へと至る内容構成になっ
ている。
ウ）DNA の導入
基礎学校の「事実教授」の自然科学・技術領
域では，人体の作りや成長について，また動植
物について扱われるが，DNA については取り上
げられていない。
中等段階Ⅰになると DNA について詳しく扱
わ れ る 。 例 え ば ， Klett 社 の 中 等 段 階 Ⅰ （ 8・ 9
学年）用の生物教科書（ノルトライン・ヴェス
トファーレン州版）である，
『自然

ギムナジウ

ムの生物学』では，
「遺伝学」
（全 28 ページ）の
章が設けられ，その中の節として「DNA－遺伝
子にある物質」
（ 全 3 ページ）が設けられている。
「遺伝学」の単元構成は表３のようになって
いる。メンデルの法則では，遺伝の規則性から，
細胞と遺伝の分子的な見方へと学習が展開す
る。DNA という術語が初めて現れる「DNA－遺

3.形 質 の 遺 伝
（略）
4.人 間 の 進 化
（略）

伝 子 に あ る 物 質 」 の 節 で は ，「 DNA の 構 造 」，
「DNA の複製」，
「遺伝子から形質へ－あるたん
ぱく質がエンドウ豆を赤くさせる」という小項

目がある。また，重要な概念として，
「リボゾーム」，
「転写」，
「翻訳」，
「mRNA」，
「tRNA」，
「コドン」，「トリプレット」などがゴシック体で強調されている 8 。DNA の内容は，次の
様な導入文で始まっている。
「染色体は遺伝因子のキャリアーである。染色体の中に遺伝子が作られている物質が発
見されるに違いない。化学的な実験を通して，特に，細胞核の中に二つの物質集団，すな
わち，たんぱく質（プロティン）とヌクレイン酸（核酸）があることが明らかになってき
た。長い間，たんぱく質を遺伝物質と見なしてきた。というのは，例えば，酵素としての
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ように，たんぱく質の多様な可能性が知られ
ていたからである。しかし，1944 年に，オス
トワルド・アベリーが，核酸が情報を伝える
分子であること，しかもデオキシリボ核酸
（DNA）であることを証明した。」 9 （図１参
照）
この教科書は，上述のように第 8・9 学年
用であり，日本の中学校第 2・3 学年用に相当
する。日本の高校の「生物Ⅱ」の教科書での
DNA の 扱 い ほ ど 詳 細 か つ 高 度 で は な い も の
の，高校の「生物Ⅰ」の教科書での DNA の
導入よりもはるかに詳しく高度である。
エ）惑星
分析した基礎学校の「事実教授」の教科書，
Westermann 社の『モービル』にも Schroedel
図１

中学 2～3 学年用教科書の DNA のページ

社の『綿毛のタンポポ』のいずれにも，惑星
はもとより天体についての内容が取り上げら

れていない。惑星についての内容は，日本の中学校に相当するドイツの中等段階Ⅰにおい
ても扱われていない。もともと，ドイツには地学という独立した教科・科目は存在せず，
天文学的内容は物理学で扱われ，地質学的内容は地理学で扱われるのが一般的である。
日本では小学校の理科でも扱われる「月の満ち欠け」も「事実教授」の教科書には取り
上げられてはいない。月相は，中等段階Ⅰの物理学の教科書の中にある「光学」の単元の
内容の一つとして簡単に記述されているに過ぎない。
惑星についての内容は，日本の高校に相当する中等段階Ⅱで扱われる。Klett 社の『イン
プルセ物理 2』（第 11 学年）では「重力」（全 10 ページ）の単元，Schroedel 社の『物理』
（ギムナジウム・中等段階Ⅱ）では「重力と惑星の運動」
（全 14 ページ）の単元，Westermann
社の『クーン物理学 2』では「重力と天体力学」（全 14 ページ）の単元で，惑星が扱われ
ている。つまり，惑星の内容は，中等段階Ⅱの物理学の「重力」の内容の中で扱われるの
が一般的である，といえる。
例えば，『クーン物理学 2』の「重力と天体力学」の単元では，「古代における旅立ち」，
「天動説的世界像」，「プトレマイオスの周転円理論」，「地動説的世界像」，「地動説的体系
の拡張」，「ニュートンの天体力学」，「ニュートンの天体力学の方法的構想」が内容として
取り上げられている。また，Schroedel 社の『物理』（ギムナジウム・中等段階Ⅱ）の「重
力と惑星の運動」の単元では，「重力の法則についての 3 つの文献」，「ケプラーの法則」，
「コンピュータの威力－人工衛星の軌道の数値計算」，「重力場におけるポテンシャルエネ
ルギー」，「補説：歴史的概観」が取り上げられている。
②高等学校の教科書の分析
教科書の記述や内容構成を見るといくつかの特質を指摘することができる。まず，第一
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表４

中等段階Ⅱの物理教科書目次

『 ク ー ン 物 理 学 2』
・力学の基礎
・力学的な振動と波動
・熱力学の基礎
・電気論
・電磁気的な振動と波動
・相対性
・量子と原子
・核物理学

図２

『 物 理 』（ ギ ム ナ ジ ウ
ム・中等段階Ⅱ）
・直線運動と力
・落下と投射運動
・保存則
・円運動
・重力と惑星の運動
・熱学
・電場
・磁場と場における粒子
・電磁誘導と交流
・振動
・波動
・干渉現象
・ 20 世 紀 の 物 理 学
・核と粒子

に，内容が詳しく記述され，日本の高校では
扱わないような高度な内容まで取り上げてい
ることである。例えば，Westermann 社の『ク
ーン物理学 2』では，
「相対性」
（全 19 ページ）
が独立した単元を構成し，そこでは，特殊相
対理論と一般相対性理論が扱われる。また，
「量子と原子」の単元では，光子，原子構造
とスペクトル，量子としての電子と原子，量
子力学の説明が扱われる（表４・図２参照）。
第二に，日常生活にかかわる内容が取り上
げられるとともに，社会生活・日常生活との
関連が図られていることである。圧力の学習

ローレンツ変換と長さの収縮

図３

圧力の学習における血圧

では，最高血圧や最低血圧の意味やその測定など人間の血圧についての内容も詳しく扱わ
れている（図３参照）。また，原子物理学では，放射能の生物体への影響や核エネルギー利
用のリスクなども詳細に記述されている。第三に，自然科学そのものだけではなく，技術・
工学的なテーマなどが取り上げられ，それらとの関連が図られていることである。例えば，
電磁波を扱う時には，家庭にある電子レンジの仕組みを取り上げたりする。原子物理学で
は，原子力発電所の構造などが詳しく取り上げられている。第四に，科学の歴史や著名な
科学者の人物像と業績が取り上げられていることである。
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４）教科書充実の工夫
日本の高校段階に相当する中等段階Ⅱの教科書には見られないが，中等段階Ⅰの教科書
には，
「プロジェクト」が導入されている教科書が見られる。これは，現在のドイツの学校
教育におけるプロジェクト重視の傾向を反映したものである，といってよい。プロジェク
トとは，学習者と生活を結びつける比較的広い課題を生徒自らが活動的に追究する学習形
態であり，一斉画一授業からの脱却，個別化志向ための授業形態の弾力化の流れの中で近
年盛んになってきている

10

。基礎学校や中等段階Ⅰの学校ではプロジェクト授業が興隆し，

そこでは，教授内容が学習指導要領によって厳密に規定されるかわりに「自由学習」に力
点を置いた教育活動が重視されているのである

11

。プロジェクトのテーマとしては，物理

や化学の内容そのものばかりではなく，そうした内容と日常生活や実社会とを結びつける
ような学習活動を促すもので，習得した基礎的知識を活用したり，また，発展させたりす
る内容となっている。例えば，Klett 社の『インプルセ物理 1』の教科書では「血圧」（血
圧の仕組みとその測定など），
「自転車」
（自転車の発達史と距離と速度と加速度の関係，力
とハンドルなど），「飛行」（模型飛行機の製作と揚力・飛行の原理など），「情報伝達」（電
信，バーコード，コピーの仕組みなど），
「騒音」，
「測定－制御－コンピュータの規則」，
「楽
器」，「気象観測」，「時間の測定」（水時計，日時計，振り子時計など）があげられている。

（２）現地調査の結果から
以下の報告は，大谷実教授（金沢大学）が平成 21 年 1 月にベルリン州で実施した，理
科関係の教科書使用実態等についての現地調査の報告である。なお，筆者が一部のドイツ
語を日本語訳し，また若干記述を変更していることをお断りしておきたい。
ドイツの基礎学校は，前述のように一般に４年制であるが，ベルリン州では，初等教育
（基礎学校）が第 1～6 学年であること，教科書は一部有料制（一人当たり初等教育で€40
（約 4,800 円），中等教育で€100（約 12,000 円）を各学年の上限として教科書を児童・生
徒が購入する点）に特色がある。
初等教育段階は，Joan-Miró 及び Süd 基礎学校，John-F.-Kennedy 総合制学校を訪問した。
Joan-Miró 基礎学校では，Diesterweg 社の「事実教授」の教科書『コンフェッティ：事実の
絵本』を学校が共通に購入し，必要に応じて児童に貸与し使用する場合があるとのことで
あった。参観した授業（第 3～4 学年混成学級）では，教科書は使用せず，教師が多種類の
教科書の指導資料からコピーし，単元ごとにファイルで綴じた独自のワークブック形式の
学習材を使用していた。Süd 基礎学校と，John-F.-Kennedy の初等教育段階でも，児童は教
科書ではなくワークブック（Schroedel 社の『綿毛のタンポポ』に付随しているもの）をコ
ピーしたワークシートを中心とし，様々な資料を用いて調べ学習をし，結果をワークシー
トに記録し，発表していた。John-F.-Kennedy は初等段階から中等段階Ⅱまでからなり，半
数の児童は米国語を母語とし，半数はドイツ語を母語とし，幼稚園の 5 歳児から選抜で入
学し，総合した特別な学校である。ワークシートの半数は英語のものであった。Süd 基礎
学校では，面談した教師がドイツ語，数学，英語のみを担当しているのでワークブックの
名前は分からなかった。
中等教育段階は，Nelson-Mandela 総合制学校，Friedrich-Ebert ギムナジュウムを訪問した。
Nelson-Mandela 総合制学校（初等段階から中等段階Ⅱまで生徒が在籍する）は，IB（国際
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バカロレア）を受験する州立学校で，参観した第 12 学年のクラスではバカロレアの過去問
の演習をしていた。教科書は IB 向け英語版を各自が購入し使用していた。Friedrich-Ebert
ギムナジュウムでは，数学と物理学と情報学を担当する教師と面談した。教科書は，学校
が購入し生徒に貸与する制度を取っていた。教師は，多数の教科書から教材を選択したワ
ークシートを用いて授業を行い，教科書は宿題と自学のために使用することが多いとのこ
とであった。
その他，教科書出版社として Cornelsen と教科書センターを訪問した。Cornelsen 社では，
「事実教授」教科書『ローリーポップ：テーマ帳・事実』のように，テーマ毎の分冊教科
書や，
「環境にやさしい：３段階レベルの個に応じた教材」というワークシート（CD-ROM
付き）の開発について説明があった。教科書センター（Westermann, Schroedel, Diesterweg
社などのグループ企業）では，コンピテンシー（方法，自分自身，事実, 社会・コンピテ
ンシー）が重視される中で，教科書のみならず，ワークブックや，ワークシート等の教材
の開発に力を入れていた。
以上，短期間の限られた情報に基づくが，ベルリン州の授業では教科書の使用頻度は少
なく，教科書準拠のワークブックを児童・生徒が購入して使用したり，教師が種々の情報
源から教師が教材を作成し使用したりする場合が多く見られた。教科書を使用する場合に
は，学校が購入し児童・生徒に貸与していた。その要因として，第一に，教育上の決定に
関して教師の裁量が大きいこと，第二に，コンピテンシー重視の教育により教科書中心の
授業が少なくなっていること，第三に，教科書が高額であるため児童・生徒はドイツ語・
英語・数学の購入を優先すること，第四に，
「事実教授」や理科の教科書が含む内容量を学
校で定めた授業時数内でカバーすることは難しく，また教科書に説明されている観察・操
作・実験等を参照せず児童・生徒が実際に取り組むことを重視すること，第五に，ベルリ
ン州の初等学校では複数学年の混成クラスで授業を行うことが一般的であるため，教科書
よりも個に応じたワークブック教材が適していること等が挙げられる。

（３）その他
ドイツも教科書に検定制度が存在している。検定権は最上級学校監督庁である各州の文
部省に属している。教科書検定から教科書の採択までのプロセスは州ごとに異なるが，一
般的なプロセスは次のようなものである。まず，州文部大臣が任命した検定委員が教科書
の検定を行う。検定の基準は，憲法および法律との適合性，学習指導要領との合致性，専
門科学上および教科教育学上の議論の現状との整合性，動機づけや学習心理の諸観点への
配慮，価格の適切性等である。つづいて地域学校監督庁が，文部省から認可された教科書
リストの中から所轄地域の学校に義務づける一定の教科書を選択する。個々の学校はこの
中から学校会議もしくは教科教員会議を経て最終的に教科書を採択する。学校会議には親
や生徒の意見が反映されることもあるが，
「 どの教科書使用するのかは最終的に現場教師の
判断 に か か って い る の で， 教 科 書 の最 大 の 要 件は 授 業 実 践に 適 し て いる こ と で ある 。」 12
（ヘッセン州文部省教科書担当官）といわれている。
また，教科書の利用形態は，前述の調査結果にも示されているように，ノルトライン・
ヴェストファーレン州文部省の「事実教授」の担当官の言葉によれば，
「教科書は単に一つ
の提供物であるに過ぎず，ちょうど事典のように利用されるのである。それは全てを示す
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ものではない。そこから選び，他のもので補充して教えられるのである。」 13
つまりドイツの教科書が教授メデイアの中で占める機能は相対的に小さいものである。
教授メディア機能（本文，絵や写真による表現，課題の提出，部分的な授業の制御）に関
連した発達段階の中で，教科書は現在次のような傾向にあるといわれている

14

。

・教授書から学習・作業書へ
・単一機能の教育的補助手段から複合機能を有する教育的補助手段へ
・主 た る メ デ ィ ア と し て の 使 用 か ら メ デ ィ ア 複 合 体 に お け る 一 つ の 構 成 要 素 と し て の
使用へ
まとめて言えば，ドイツの学校教育における教科書の比重は相対的に小さく，学校教育
に活用される主たるメディアではなくメディア複合体における一つの構成要素として位置
づけられている，といえよう。ドイツの IPN（キール大学付設，自然科学教育学研究所）
の大規模な調査によれば，そうした複合メディアの一つとして，教科書は授業中にはあま
り利用されていないのである。教科書にそって授業を行っている教師はわずかであり，教
科書に掲載されている図表等を一緒に考え話し合うというのが授業におけるもっとも重要
な教科書の使い方になっている。こうした授業における教科書の使い方は，学校の種類に
はほとんど関係なく，また教師の年齢にもあまり関係ないのである

15

。
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８．フィンランド
フィンランドの理科の教科書は，WSOY 社と Otava 社，及び Tammi 社と Edita 社の 4
社が供給している。そのうち WSOY 社と Otava 社がシェアの大分部を占めており，WSOY
社の採用が最も多いと言われている。フィンランドの理科教育は，基礎教育として 9 年間
を通してカリキュラムが組み立てられている。検定制度はないが，教科書はそこに示され
た到達目標や学習すべき内容に準拠した形で作成される。本稿では，WSOY 社の理科の教
科書を分析しながら，体様上や学習内容の特徴を紹介するものである。

（１）教科書の特徴
１）体様
①初等理科教育（小学校）
フィンランドの初等理科教育は，2004 年の学習指導要領改訂から，第 1 学年から第 4 学
年までが生物やヒト，環境を中心とした「環境と自然の学習」を学ぶように構成されてい
る。その後，第 5 学年から「物理と化学」，「生物と地理」を学ぶ。現在教科書は，第 1
学年から第 4 学年まで学ぶ「Luonnkirija」が 1 から 4 まで，また 2004 年から以前出版さ
れていた第 5，6 学年用の「Luonnkirija」5，6 が加筆修正され，内容がほぼ合わさったも
のとなる「Luonnkirija 5・6: Fisiikk ja Kemia（ 物理と化学）」と，
「Luonnkirija 5・6: Biologia
ja Maantieto（生物と地理）」が新たに出版されている。また，「Luonnkirija」の 3 と 4
が合併したもの出版されるなど，現場の実情に応じたバラエティに富んでいる。
なお地理であるが，その内容には人文地理と自然地理，さらに地学の内容が含まれてい
る。フィンランドには，日本と異なりこれらを分離する概念がない。したがって，ここで
は比較的地理の内容が多い初等教育と前期中等教育を地理，地学の内容が多い後期中等教
育を地学と表記する。
「Luonnkirija」は A4 変型判で作られ，1，2 の装丁はハードカバーであり，それ以外は
ソフトカバーの体裁である。この「Luonnkirija」1，2 は，それぞれ 143 ページ（€17.2＝
約 2,000 円），176 ページ（€17.2＝約 2,000 円）で構成される。またこの 2 冊には，巻末
に は 正 確 な 動 植 物 の 図 が 図 鑑 の よ う に そ れ ぞ れ 47
ペ ー ジ ， 45 ペ ー ジ 含 ま れ て い る 。 左 の 図 は ，
「Luonnkirija 2」である。カラーで写真と正確なイ
ラストを巧みに用いながら，人体を構成する骨芽細
胞や横紋筋の細胞，マクロファージやニューロンな
ど主要な細胞群が，イラスト入りで正確に記述され
ている。また，写真で少年が着ている服は，ややデ
フォルメされているものの，肺の５葉構造など要点
図１

Luonnkirija 2 より

をとらえたものとなっている。これで，小学校第 2
学年の内容である。「Luonnkirija」では，全体を通
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してこのような詳細なイラストと写真を織り交ぜて，学習内容が視覚的にも綺麗に構成さ
れているのが特徴である。重さは 400g から 500g ほどで，課題が出ると自宅に持ち帰って
いる。また，前述したように 5，6 年は，「Luonnkirija 5・6：物理と化学」と，「Luonnkirija
5・6：生物と地理」を学習する。前者は総頁 160 ページ（327g）に対し，後者は 393 ペー
ジ（770g）にも及ぶ。「環境と自然の学習」は，理科学習への動機づけの意味でも重要視
されている。「低学年の時に身の回りの自然を学び，自身の体の仕組みを学ぶことによっ
て，多くの児童は理科学習に動機づけられる。その後，苦手となる分子や力といった抽象
概念を学んでいく流れになっている。」と，現地の教師たち述べている。それが，教科書
の編集にも色濃く反映されている。
なお 2008 年から，「環境と自然の学習」の別バージョンの教科書として「Pisara」の刊
行が開始されている。これは，高度な内容が多い「Luonnkirija」より児童が学びやすいよう
に新たに編集されたものであり，執筆者も異なる。例えば，現在刊行されている「Pisara 1」
や「Pisara 5」では，それぞれ 106 ページ，152 ページと「Luonnkirija」に比べて約 15％近
く内容が減っている。イラストもカラーではあるが，かなりデフォルメした描写も少なくな
い。「Pisara」は 2009 年には全学年揃い，しばらくの間は「Luonnkirija」と併売される。
②前期中等教育理科（中学校）
中学校 3 年間の理科は，保健が加わった物理，化学，生物，地理，保健の 5 科目から学ぶ。
教科書は以下の通りである。なお，保健は現在教科書が入手できていないため省略する。
生物は，現在「Luononkiria」と「Luonto」が併売されているが，「Luononkiria」が最
も新しい教科書である。学習指導要領の内容に準拠し，１.水辺，２.森，３.生命と進化，
４.人体，５.環境の 5 冊から構成されている。１，２は，生徒が住む地域の特性によって
どちらか一方の選択必修となりそれぞれ 156 ページ（329g：€15＝約 1,800 円），174 ペー
ジ（369g：€15＝約 1,800 円）でできている。それ以外は基本的に必修となる。その中でも
４．人体は，180 ページ（370g：€15＝約 1,800 円）と最も内容が厚い。人体については，
前述の初等理科教育「環境と自然の教育」でも重視されており，その傾向は次の高等学校
まで続いている。
記載内容は，「環境と自然の学習」と同様で，正確なイラストと大きな写真を織り交ぜ
て，学習内容が視覚的にも綺麗に構成されている。2004 年以前は，「Luonto」が出版され
ており，１.生命とその多様性（98 ページ：€20.1＝約 2,400 円），２.身のまわりの（活動
的な）自然（281 ページ：€25＝約 3,000 円），３.共有する環境（144 ページ：€20.8＝約
2,500 円），４.人体（177 ページ:€20.8＝約 2,500 円）の 4 冊からなっている。これらは，
現在併売されている。
一方，物理と化学は「Aine ja energia（物質とエネルギー）」というタイトルで，物理
を学ぶ Fysiikan tietokirija（2007 年に改訂 297 ページ）と化学を学ぶ Kemian tietokirija
（2008 年に改訂 306 ページ）から構成されている。両者とも装丁はハードカバーであり，
重さはそれぞれ，728g（€31＝約 3,700 円），719g（€31＝約 3,700 円）と重い。記載内容
も一貫してイラストや写真が潤沢であり，学習者がわかりやすい内容になっている。地理
は，「Maapallo」が最も新しい教科書であり。初等理科と同じく人文地理と自然地理，地
学の内容で構成されている。それぞれ，１.世界（203 ページ），２.ヨーロッパ（165 ペ
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ージ），３.フィンランド（184 ページ）の教科書がある。
③後期中等教育理科（高等学校）
高等学校では，日本と同様に，物理，化学，生物，地学の 4 科目から構成されている。生
物は，最新刊の 2007 年から出版された「Bios」と，それ以前から出版されている「Biologia」
（2006 年以降一部改訂）の 2 種が併売されている。「Bios」は A4 変型の 6 冊からなり，１.
進化（141 ページ：€19.7＝約 2,400 円），２. 細胞（168 ページ：€19.7＝約 2,400 円），３.
環境（184 ページ：€19.8＝約 2,400 円），４.人体（192 ページ：€19.8＝約 2,400 円），５.
バイオテクノロジー（200 ページ：€19.8＝約 2,400 円），６.復習（128 ページ：€21＝約 2,500
円）で構成される。１.細胞と２.進化が必修であり，それ以外は選択となっている。なお，
６は理系進学者のための復習用である。装丁はソフトカバーであり，高等学校になるとイラ
ストはより詳細で，大胆に大きく描かれている。これらは，学習指導要領の記載と準拠して
いる。一方，・細胞（296 ページ：€33.8＝約 4,100 円），・環境（204 ページ：€22.4＝約
2,700 円），・人体（197 ページ：€22.4＝約 2,700 円），・遺伝（180 ページ：€19.8＝約 2,400
円）の 4 冊からなる「Biologia」も出版されている。
物理は，「Physica」が「Bios」と同様に A4 変型で 9 冊出版されている。その内容は，
１.自然科学における物理（€21.2＝約 2,500 円），２.温度（€22＝約 2,600 円），３.波長
（€22＝約 2,600 円），４.運動（€22＝約 2,600 円），５.重力（€22＝約 2,600 円），６.
電気（€23＝約 2,800 円），７.電磁石（€23＝約 2,800 円），８.物質と電波（€23＝約 2,800
円），９.復習（€28＝約 3,400 円）である。１は必修，９は理系進学者のための復習，そ
れ以外は選択となっている。
また化学は「Kemist」が 6 冊出版されている。その内容は，１.人と生物環境における
化学（€21.2＝約 2,500 円），２.化学のミクロな世界（€22＝約 2,600 円），３.反応とエネ
ルギー（€22＝約 2,600 円），４.金属（€22＝約 2,600 円），５.平衡（€22＝約 2,600 円），
６.復習（€25.5＝約 3,100 円）となっている。１が必修，６は理系進学者のための復習で
あり，それ以外は選択となっている。物理や化学も装丁はソフトカバーでそれぞれ 150 ペ
ージから 200 ページ弱で編集されている。生物と同様にカラーでわかりやすい記載となっ
ているが，選択と言うこともあり大変高度な内容となっている。
地学は「Globus」が A4 変型で 3 冊出版されている。ページ数も他と同様である。その
内容は，１.地域別の世界，２.リスクのある世界，３.宇宙から見た地球からなっている。
カラー写真がふんだんに使われており，特に「２.リスクのある世界」などは，日本の教科
書では考えられない大胆で魅力的な内容となっている。

２）目次からみた教科書の構成
フィンランドの教科書の目次は，日本の記載の方法と異なる。また，初等理科教育での
「環境と自然の教育」の学習は日本にはないため同様である。本稿では，中学校「化学」
の教科書構成を翻訳し分析することにする。日本では中学では科目としての「化学」はな
いが，教科書観の相違や特徴，またつくり方の工夫をとらえる上で適切と考えられるから
である。以下簡単に紹介する。
下記の表は，2008 年に改訂された「物質とエネルギー：化学」の旧版の目次と，細かな
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学習内容を記載したものである。なお，旧版の総ページ数は 252 ページであり，新版より
約 50 ページ少ない。しかし，その内容からフィンランドの教科書が目指すものが見て取
れる。なお，化学は物理と合わせて 3 年間 6 単位で学習する。
表

「物質とエネルギー：化学」の目次構成と単元の学習内容

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１ 化学を学ぶ前に
1）安全な運用について
・換気や薬品の配置 ・火の取り扱い方 ・実験室での心構え ・消火器や液体薬品の扱い方
・危険物輸送車両のマーク
2）純物質と混合物
・純物質と混合物は何か（ジュースやヨーグルトを例に）
・化学的な洗浄について（アスファルトから血液までを例に）
3）飽和水溶液
・飽和とは（塩湖，鍾乳洞の石，サイダーを例に） ・溶液，溶媒，温度，量との関係
4）混合物の分離法
・濾過，蒸発，蒸留による分離 ・日常での分離（コーヒーメーカー，ティーバッグを例に）
・最新の微粒子分離法
5）原子とその構成要素
・陽子と原子，その大きさ ・原子の構造 ・様々な原子の組み合わせでできる物質
・人体や地球の構成要素 ・食べ物も原子でできている（チョコレートを例に）
6）化学反応と化合物
・化学反応とは何か（酸化マグネシウムを例に） ・水と過酸化水素水 ・炭素の酸化
7）反応の速度
・反応速度を制御するもの，温度，量
・酵素と触媒（車のマフラーを例に）
２ 物質の構造
1）周期表
・陽子と電子 Xe までの 54 個の原子 ・電子軌道，陽子数と電子数 ・同位元素と医薬品
・花火の色を作る物質
2）周期表の主なグループ
・元素の 8 グループ ・ガス，金属，ハロゲンその他
・最外殻電子と価電子
3）イオン化合物
・陽イオン，陰イオン ・イオン結合，共有結合 ・イオン式，組成式 ・フィンランドの塩
4）分子の形成と構造
・単結合，二重結合，三重結合 ・いろいろな分子の構造
３ 生活環境の化学
1）燃焼とは化学反応である
・木の燃焼と CO2，エネルギーの放出 ・化学反応による新しい化合物の再構成 ・様々な燃焼と温度
・ろうそくの炎と火薬 ・炎の安全性
2）炎の安全性
・家庭での安全をいかに確保するか ・様々な消火方法
・森林火災，人の火災，タンクローリー火災 ・火災防御法
3）命を守る大気
・大気圏から成層圏へ ・大気の成分と地球の保護 ・酸素の由来 ・オゾンの構造と役割
・Ｃの循環 ・CO2 の排出と温室効果 ・オゾンホールの拡大
4）水は命の源
・水の化学的構造，水の分解と合成 ・宇宙ロケットとガス・水の循環 ・植物の吸水と蒸散
・水の浸透と拡散
5）酸と塩基
・レモンとヨーグルトに見る酸 ・酸とは何か ・水素イオン濃度 pH ・塩基とは何か
・イオン反応式 ・歯の表面の酸の状態（虫歯） ・フッ素処理による虫歯対策
6）自然界の酸性化
・産業が排出する酸 ・酸性雨 ・中和反応と塩 ・自然の治癒力 ・腐食
7）工業化学における基礎的な酸と塩基 ・強酸，弱酸 ・塩酸，硫酸，硝酸
8）塩を作る
・塩の生成方法 ・塩化カリウム，塩化マグネシウムのでき方 ・塩（しお）の重要性
9）窒素と肥料
・窒素の循環 ・植物の栄養素 ・窒素肥料とアンモニウム塩 ・水素イオン濃度とバクテリアの成長
４ 生命の化学
1）生命の要素：炭素
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・生命における炭素の重要性 ・有機化学の意味 ・炭素の燃焼 ・炭素の骨格
2）炭化水素
・メタンに見る炭化水素の構造 ・不飽和結合，単結合
・鎖状構造と環状構造 ・脂肪族炭化水素（アルカン，アルケン，アセチレン） ・燃料としての炭化水素
・油田とカタストロフィー ・バイオガスの利用 ・芳香族炭化水素 ・ガソリン，エーテル，ベンジン
3）アルコールの化学
・メタノール，エーテル，プロパノールの化学 ・メタノール，エタノールの危険性
・アルコールの吸収量と危険性 ・キシリトールやソルビットの構造と水酸基
・アルコール飲料とエネルギー ・アルコールの分解
4）カルボン酸からエステルまで
・カルボキシルキ基 ・脂肪酸 ・飽和モノカルボン酸とヒドロキシ酸 ・エステルと芳香族化合物
・自然界のエステル ・中枢神経への効果
5）炭素-栄養の基礎・緑色植物による炭酸同化作用 ・単糖類，二糖類，多糖類の構造 ・食べ物に見られる炭水化物
6）タンパク質-体の建築材料・細胞の構成物質としてのタンパク質 ・アミノ酸の構造 ・アミノ酸とタンパク質 ・グリシン
7）脂肪―エネルギー源―
・植物の脂肪と動物の脂肪 ・脂肪の構造と特性 ・石けんが作られるまで
・食物の中の様々な脂肪（バター，ミルク，ポテトチップス） ・コレステロールと健康
５ 金属の化学的性質
1）鉱石から金属まで
・人類の進化と金属 ・鉱石から金属の抽出 ・鉄の精錬 ・中世における錬金術 ・鉄原子の誕生
2）金属の特性
・金属結合，自由電子 ・周期表 ・金属結晶 ・伝導性 ・チタンや金の特性
3）金属の反応
・酸化マグネシウムの反応 ・金属と酸素，酸，塩基との反応 ・パソコンの基板，給水管の洗浄
4）金属イオン
・融雪剤と金属 ・金属イオン ・銅の屋根，歯の金属の変化
5）電気化学
・電池やバッテリーの化学反応 ・発電 ・電池における電子の移動 ・金属の腐食と保護
・乾電池のしくみと電気
6）電気分解
・電気分解とは何か ・塩化銅の電気分解 ・銀メッキ ・電解質
６ 製品のライフサイクル
1）ライフサイクルの分析
・フィンランドの化学工業 ・環境と化学工業 ・様々な製品のライフサイクル
・貸借対照表（エコとエネルギーの関係） ・エコマーク
・ヨーグルトのプラカップとガラス瓶との生態的，経済的違い
2）木から紙ができるまで
・森林の重要性 ・林業と紙の消費 ・フィンランドの再生紙利用
・紙のホワイトニングでの有害物質とその対応 ・硫酸塩と機械的方法
3）原油から合成樹脂ができるまで
・油田と私たちの生活 ・原油からできるもの
・熱可塑性樹脂（ポリエチレン，ポリプロピレンなど）
・プラスチックの構造 ・プラスチックの処理と再生
4）色と絵の具
・キノンの構造と絵の具 ・天然色素と染め ・自然の色 ・水性塗料と油絵の具
5）化粧品
・化粧品の歴史（メソポタミア，エジプトなど） ・化粧品の開発 ・基本的スキンローション，口紅，香水
6）織物
・衣服の歴史 ・織物の化学的生産 ・様々な繊維 ・合成繊維の生産と利用
7）洗剤と掃除
・汚れが落ちるしくみ ・石けんの歴史 ・洗剤と環境 ・洗剤の粘性と硬水・機械の洗浄
・フィンランドの 1 年の洗剤量と洗濯材料
8）ガラスとセラミックス
・ガラスの歴史 ・バイオガラス ・医療用セラミックス ・防弾ガラスのしくみ
9）建築材料
・炭酸カルシウムと建築材料 ・セメントの製造過程
・プラスチックや粘土から作られたコンクリート ・家の構造 ・家庭へのラドンの進入
・フィンランドにおける自然界の放射能の様子
10）水の浄化
・地表から地下へ ・浄水のメカニズム ・下水の処理
７ 巻末問題 202 題，索引，資料（元素の性質，周期表（103），危険物の表示，主な陽イオン 16 陰イオン 16）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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まず，冒頭に化学を学ぶに当たっての心構えや，実験での安全に関する内容が記述されて
いる点である。これは，初等理科教育の「環境と自然の学習」の第 1 学年の冒頭のところで
も同じであり，体験を通した学びを重視している。実験に取り組む姿勢についてもここでは
言及している。次に特徴的なのは，食品や人体，車や家といった日常生活に関する内容を積
極的に取り上げている点である。原子や分子といった抽象概念が多くなる化学において，身
近な生活の中にも科学的なものの見方や化学そのものが存在することを強調している。
一方，例えば「物質の構造」や「有機化学」に関する学習内容は大変詳しく，日本の現
行「高等学校・化学Ⅰ」の内容を一部含むものとなっている。また，「金属」では，電気
分解を含め日本の「高等学校化学Ⅰ・Ⅱ」の内容も含まれている。フィンランドの理科教
育では，早い時期から詳細で専門的な内容を生徒に伝える工夫が随所になされている。
ところで糖の学習では，植物の炭酸同化作用や，大気やオゾン層，植物の栄養素といっ
た「生物」の学習を含めた内容となっている。医療に関する内容も含まれている。フィン
ランドは，１ 人としての成長，２ 文化的アイデンティティと国際化，３ メディア・スキ
ルとコミュニケーション，４ 市民としての参加意識と起業家精神，５ 環境，福祉持続可
能な未来に対する責任，６ 安全と交通

７ 技術と個人といった内容を，領域を超えて他

教科から学ぶ 7 つのクロスカリキュラムが有名であるが，それ以外でも他教科とのリンク
は通常の授業の中でも随所に見られている。
持続的社会の維持を生徒に理解させていくことも，フィンランドの理科教育が目標とす
るものである。本教科書には，居住環境を科学的に考える学習内容が章立てされており，
燃焼や大気，水や酸性雨などを通して環境保全や自然保護を学ぶ内容も含まれている。「製
品のライフサイクル」が教科書で章立てされており，そこでは資源の有限性と保護の内容
が記述されている。
新版は旧版に比べ，項目の立て方に違いはあるものの内容はほぼ同じである。最終章に
地球の大気の環境問題に関する記述があることが特徴的である。

３）特定分野に関する教科書の記述
①小・中学校の特定分野に関する教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
原子力や原子核エネルギーについて
は，小学校の教科書に記載は無く，中学
校の「物質とエネルギー：物理」で記載
がある。「電気」の章で，原子核の構造
や電荷，電流回路や電気磁石について学
んだ後，「９．電気を作り出すこと」の
項で，発電方法のひとつとして，原子力
発電所のしくみを紹介している。ここで
は，原子力発電所のしくみ，核分裂を起
こして中性子が飛び出す過程が図示さ

図２
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れている。また，最後の章でも「物質の構造」のところでも，核分裂と核融合が詳しく図
解されている。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入
粒子概念の導入は小学校第 5 学年からである。「Luonnkirija 5・6：（物理と化学）」の
「私たちは空気と水を調べます」の単元で，初めて水分子や原子について学ぶ。特に最初
の「空気と水とは何か」の項では，水分子のモデルを示し，原子と分子の違いは何かとい
うことも明記されている。また，次のページには水生成の化学反応式もモデルと共に載せ
られている。その後，洗濯物や車などの身近な例から水の三態を学び，水と空気の性質を
学習していく。その後，表面張力の概念なども水分子のモデルを使って図解されている。
また「私たちは物質とエネルギーを調べます」の単元では，再度水分子の構造と原子と
分子について説明がある。自然から得られるいろいろなエネルギーを紹介した後，石油か
ら得られるエネルギーの学習内容の箇所で，高分子化学物のモデルと構造式が描かれてお
り，日常生活でのプラスチック製品の重要性とそれらが自然の中では分解されにくいとい
うことが説明されている。他に金属の性質などを学習する。
2008 年に新しく出版された「Pisara」でも，第 5 学年で粒子概念について学ぶ。「Ｉ さ
まざまな物質」の単元の中の，「６．元素の構成要素は原子」で，原子が最も小さな物質
の構成要素であること，同じ原子から成る物質が元素であることが書かれている。このペ
ージでは主に金属元素について学び，Fe，Au，O，C，S，N，H の原子を例として挙げてい
る。各原子の大きさを比較している図も見られる。また，次のページの「化学反応では新し
い物質が生まれる」では，水と二酸化炭素を例に分子の概念や，水素と酸素が反応して水が
できることを説明している。酸素原子が結合して酸素分子になり，炭素原子と結合して二酸
化炭素分子になる過程も生徒のロールプレイの絵で例示されている。
中学校では「物質とエネルギー：化学」の中の，「物質と反応」の単元「物質は原子か
らできている」で，原子について説明されている。またここで酸素分子が 2 つの酸素原子
からできていることが説明されている。
次のページでは，ヘリウム原子の構造モ
デルが示されている。ここでは，ヘリウ
ム原子の原子核が 2 対の陽子と中性子か
ら成ること，2 つの電子を持つことが書
かれている。その後も燃焼や化学反応，
金属元素，酸化還元反応，電気分解など
を学ぶが，各項で色々な電子配置の図や
化学反応式とモデルが多く記載されて
いる。また，前述したが，グルコースな
図３

どの構造や光合成の過程などの生化学

「物質とエネルギー：化学」より

も学ぶ。
ウ）DNA の導入
DNA の取り扱いは第 7 学年からである。したがって小学校では遺伝子の存在には触れる
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が，DNA の塩基配列や複製に関する内容
については触れていない。WSOY 社の第
7 学年から第 9 学年用の教科書では，
「人
体」の中で DNA が扱われている。
ここでは，「遺伝」の章で DNA につ
いて学習する。ここでは，まず私たちの
遺伝は遺伝的要因と環境的要因の両方
が関わっているということ，なぜ遺伝が
起こるのか，遺伝子の情報が乗っている
染色体について学ぶ。常染色体と性染色
体があり，受精の際にどのように子ども

図４ 「人体」より

の性が決定するかということも学ぶ。その次の単元で，それを踏まえて，遺伝子の本体で
ある DNA について学ぶ。内容は，遺伝子の場所と量について，遺伝子の DNA の中には情
報が含まれていること，DNA は自己複製ができることなどを学ぶ。また，DNA の二重ら
せん構造を発見したワトソンとクリックについても載せられている。隣のページには，染
色体から DNA，塩基配列の構造図などが描かれている。
ここでは，4 種類の塩基（A，T，G，C）については明記されていないが，「3 つの塩基
の情報が 1 つの文字になる」とあり，コドンによるアミノ酸の決定を示唆している。さら
に次のページからは，遺伝子から発現する形質について，ヘテロ，ホモ接合体や優性形質，
劣性形質が，色々なヒトの形質を例に挙げて説明されている。特に，そばかすの有無につ
いては父親と母親の遺伝形質から，子どもがそばかすの遺伝形質を持つ割合がどのくらい
か等が図解されている。また，遺伝子がどのように変異を起こすかを学び，最後の資料に
はダウン症の染色体異常の写真を例にして，染色体の変異についても説明している。
エ）惑星
惑星の学習は，小学校第 1 学年から導入されている。第 1 学年では，まず星と星座につ
いて学び，その後太陽の特徴と自然へのその恩恵について学んだ後，太陽系が 9 個の惑星，
60 以上の衛星，小惑星，彗星で構成されていることを学ぶ。その後，「惑星の情報カード」
のページで各惑星の詳しい特徴（寒いのか暑いのか，生命があるか，水があるか，空気が
あるか，衛星の数など）について学習する。その後，地球の内部構造や，夜と昼のしくみ
を学び，章末の活動では，太陽系のモデルを作成する。
第 5 学年は，「私たちは宇宙を調べます」の章で再び惑星が写真つきで紹介されている。
そこでは，第 1 学年の時よりもより詳しい情報を載せ，惑星の定義，惑星の 3 つのタイ
プ（固体惑星，巨大ガス惑星，巨大氷惑星）を説明している。また，小惑星とは何か？の
項目では，小惑星の定義，小惑星は火星と木星の間で多く見つけられること，フィンラン
ド人の科学者が発見した小惑星（シベリウス，ヘルシンキと名前が付けられている）があ
ることを紹介している。衛星，彗星についても説明がある。また，フィンランド国内にあ
る隕石によってできたクレーターを紹介している。また，WSOY の新版教科書 Pisara でも，
第 5 学年の「私たちの太陽系」で惑星を学習し，巻末資料に各惑星の惑星タイプ，太陽か
らの距離，温度，直径，大気の構成元素などの詳しい情報が載せられている。
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中学校では，「物質とエネルギー：物
理」で「自然の構造」の単元で「天文学」
のページに惑星の内容が記載されてい
る。小学校と同様，太陽系惑星の構造と
惑星の特徴が述べられている。また，地
学 Maailman ympäri で「小さな青い惑星」
の単元で「４．宇宙にある地球」に惑星
の内容が記載されている。ここでは，宇
宙の誕生，地球の誕生について学び，地
球の大気の獲得や他の惑星にはない特
図５

徴など地球を中心に述べられている。ま

Luonnonkirja 1 より

た，太陽系の構造の図が示されており，太陽からの距離と軌道が描かれている。また，小学
校と同様に，各惑星を構成する物質や，衛星，小惑星，彗星の定義と特徴が書かれている。
②高等学校の教科書の分析
フィンランドの高等学校「生物」は，前述したように，「Bios」が，１.進化，２.細胞，
３.環境，４.人体，５.バイオテクノロジー，６.復習の 6 冊で構成されている。また併売
される「Biologia」は，・細胞，・環境，・人
体，・遺伝の 4 冊からなる。両者に共通
するのは，その内容の高度さと詳細さに
ある。また「Bios」は出版されて間もな
く詳細な分析を進めていないが，
「Biologia」より，詳細なイラストや写
真が多く，より高度な内容となってい
る 。 特 に ， ５ .バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー で の
ゲノム情報は非常に詳細である。
図７は，「Biologia」の人体の一部を

図６

BIOS

6 冊の外観

図７

Biologia：ヒトより

示したものである。人体に走る動脈と静
脈が記載され，血管を構成する内膜・中
膜・外膜の３層構造，及び末梢組織など
の各部位での構造の違いを，わかりやす
く示している。また上部の写真は，肥厚
した血管組織によって，流れにくくなっ
た赤血球の様子を示し，病気との関連を
示している。日本では，医療系の初年時
教育に登場するような内容である。この
ように，初等理科教育と同じく正確で高
度な情報を教科書に記述しているのが
大きな特徴である。
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４）教科書充実の工夫
フィンランドの学びが，知識は行為であり共同体的な社会実践を通して学習は進むとす
る社会的構成主義に基づくことは広く知られているところである。そのために，初年時か
ら教科書のあらゆるところで，体験を通した知識の獲得の必要性が記載されている。1 つ
の用語を教科書などのテキストからの文字情報で得るのか，同じ用語を実験や観察など体
験を通して得るのでは，情報の質や量は全く異なることは言うまでもない。例えば，認知
科学の知見にそれを求めるのであれば，情報の二重，三重による符号化，つまり情報の精
緻化での説明が適当であろう。「肝臓」という文字による単一な符号化より，実験や観察
を通して目にする色や臭い，手触りといった体験を通した知識の獲得の方が，遙かに情報
量は多く忘却することも少ない。それは「肝臓」が二重，三重それ以上に精緻化されるか
らである。フィンランドの教科書の編集は，高等学校までそのような記載が軸として貫か
れている。実際の授業も参観したが，ほとんどそのような場面に遭遇している。
また再三触れているが，教科書の図は正確であり，発達の早い段階から詳細な情報をき
ちんと伝え，知的好奇心を掻き立てる編集がなされている。「決して覚える必要はない。
そのようになっていることがわかればよい。」と現場の教師たちは言う。早い時期から「ホ
ンモノ」と遭遇させることを意識した編成になっている。その結果として，教科書に記載
する内容が自然と高度になっていくのである。このことは，将来の日本の理科教育の内容
を編成する上も，また意欲を引き出す理科教育を考える上でも重要な視点であろう。
一方，教科書の編集に関しても様々な工夫がされている。例えば，WSOY 社の初等理科
教育の「Pisara」で述べたように，1994 年の改訂以降に出版された教科書，特に 2001 年
以降のものはレベルが大変高かった。しかし，子どもたちの学びに適するように，また自
学自習しやすいよう 2007 年から見直しが図られている。教科書会社は絶えず教育現場の
モニタリングを行っており，その情報を教科書作りにフィードバックしている。2，3 年で
細かい手直しもされている。教科書は，基本的には現場の教師たちが執筆する。高等学校
も同様である。教科書を執筆する，教師の専門性で対応できない場合，もしくはそのジャ
ンルを深める必要が生じた場合に，大学教員へ執筆を依頼する。教科書会社の HP 上には
「あなたも教科書を書きませんか？」なる広告もある。

（２）現地調査の結果から
現地での授業参観や教師へのインタビュー内容について，以下に簡単に箇条書きする。
・調査時期

2008 年 11 月 26 日から 28 日

・調査方法
50 分授業をフル参観後，教科書の使用を中心に学習指導に関する内容について，学級 担
当，及び教科担当教師，管理職にインタビュー
・調査校及び学習内容
１） ・イタケスク小学校（ヘルシンキ市）
第 6 学年

Juha Hirvonen 教諭

「自然と環境の学習：2 時間」
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・キャピュラ総合学校（ヘルシンキ市）

Kirsi Arino 教諭

第 9 学年

「人体：脳の働き」

第 9 学年

「Suuntana Suomi 使用，快適な生活環境の研究」＊

第 7 学年

「研究とは何か，仮説・実験計画の立て方」

第 9 学年

＊の実地調査

第 8 学年

「保健：ヘルシンキ市購入のネットプログラムに基づく」

第 9 学年

＊のグループ発表後ヘルシンキ市の都市計画（ネット）

第 9 学年

環境研究作業完成

第 9 学年

「人体：脳の働き」

２） ・ターヴィンキュラ小学校（エスポー市）
第 4 学年

Antti Yla-Rautio 校長

「自然と環境の学習：フィンランドの大きな動物」

・ヌーメラン小学校 （ビヒティ市） Ulla Myllyniemi，Meri Hursksinen，
Vivaanna ，Margit，Mirya，

各教諭

第 5 学年

「物理と化学：熱の伝導」特別支援クラス

第 3 学年

「自然と環境の学習：水辺の地域」

第 6 学年

「生物と地理：アジア」

第 3 学年

「自然と環境の学習：環境」

第 4 学年

「自然と環境の学習：フィンランドの大きな動物」

１）教科書がどのように使用されているか
・基本的には，日本の学習指導要領にあたるナショナル・コア・カリキュラム及び各自治
体でそれらに手を加えたカリキュラムに準拠しながら，到達目標にしたがって教科書の
内容を，生徒の実態や周囲の環境に合わせて教えるというスタンスで学習は進められ
る。教科書は貸与であり，新版・旧版，他社の教科書等自由に取り上げて授業が進めら
れている。
・教科書内に書かれている実験については，基本的に実施している場合が多い。実習をさ
せ，そこから「なぜ？」と問い掛けることが多い。したがって，教科書に記載される問
題についても扱う場合がある。教科書によるが，単元が終了するところにまとめ実験が
配置されている。その取り扱いは教師の自由裁量であるが，生徒に自由選択をさせ，教
師と実験計画を練りながら実施するという場面もあった。

２）教科書の位置づけはどうなっているのか
・前述のナショナル・コア・カリキュラムに準じた教科書で行われる。しかしながら，基
本的には教科書は主たる教材である。そこから教師は，カリキュラムにしたがって自由
に授業を展開する。
・「教科書の内容を教える」と言う発想より，「教科書の内容を学ぶ」と言った方が適切
であろう。聞き取り調査で見る限り，教科書に記載されているところはほぼ押さえてい
る。ただし，多くの教師は教科書の内容は十分とは考えていない。そこに地域の自然や
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環境の素材を取り込みながら，IT 環境が整っているところはそれを駆使し，できぬ地域
は直接体験と文字による間接体験を使い分けながら学習を進めている。

３）学校や家庭で子供が教科書をどのように使っているのか
・宿題が出れば家庭に持ち帰るのが原則である。教科書への書き込みはなく（貸与のため）
ノートに記入する。

４）副教材をつかっているのか
・地方自治体の財政状態によって異なる。基本的には，生徒用のワークブックを学校が購
入し児童や生徒に個人用として与えている。
・教科書は副教材を使用するという前提で編集されている。ただし，教師が使うのは教科
書会社が出すワークブックだけではない。ネットで教材を配信しており，教師はリア
ル・タイムで学習指導に利用している。他，行政が出す情報などあらゆる資料を利用し
ている。

５）教科書使用における教師の裁量はどの程度か
・ナショナル・コア・カリキュラムの流れに準拠する。教師はその到達目標にしたがって，
教科書や教科書以外の資料をフレキシブルに用いて，学習指導を行っている。例えば，
8 月下旬から始まった新学期には理系科目が多く，街が凍結する冬は数学が多いといっ
たことはどの学校でも見られるものである。理科は自然体験が重要だからである。
・教科書を使用しないということはない。教師の教材の選択肢は，実に潤沢である。
・全国的な学力調査の結果がフィードバックされるのは，各自治体や学校だけであり，そ
の学習指導が問われる。

６）デジタル・コンテンツについて
・CD ではなく，ネットで情報が配信される。一つは教科書会社が配信するもの，もう一
つは地方自治体（教育委員会）が配信するものの二つが基本である。ただし，教師はネ
ット情報に熟知しており，NASA や BBC，あるいは行政が発信する情報を自由自在に収
集し，十分吟味した上で教材化している。児童のコンピュータ・スキルは高い。

（３）その他
・教室の使用は，フレキシブルである。目的にあった教室をその都度使用し，生徒も移動
する。学習効率を考えた学級の分割も自由である。特に特別支援が必要なクラスや語学
（主に英語）は，クラスを半分にして授業を行う。その場合理科が裏番組になることが
多い。ただし，このことが全ての学校に当てはまるわけではない。地方自治体の財政状
態に因る。各教室にはネットにつながれたパソコンは，基本的に教師用と生徒用の 2 台
以上が設置されているが，これも同様である。他，パソコンルームは設置されている。
・液晶プロジェクターは，全ての教室で完備されている。また，プロジェクターに繋がれ
た実体投影機などの IT 機器は完備されている。潤沢な予算を持つ地方自治体では，写真
に示すような，パソコンをそのまま投影し書き込みや消去ができるスマート・ボードも
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設備されている。教師は，IT 機器の使用に
関してはかなり熟知しており，カリキュラ
ム開発や教材作成に熟知している。それら
は，5 年間の教員養成課程の中で鍛えられて
いる。
・生 徒 が 学 習 に 遅 れ が な い よ う に ， 絶 え ず 教
師はモニタリングしている。遅れた生徒が
数名出ると，規則によって予算配分され，
講師が派遣され個別学習が実施される。な
お，教科書会社によっては，E マークの付い
た特別支援用の教科書を出版している。一

スマート・ボードを自在に扱う教師

般用と大差はないが，全体に説明が丁寧でページも増えているのが特徴である。
【参考文献】
※膨大な数となるため，一部のみ記載する。小学校について，WSOY 社の下記の教科書を分析
対象とした。また中学校，高等学校についてもの同社のものを用いた。
・Anna Maaria Nuutinen, Pirijo Tolvanen, Erkki Alanen: Luonnonkirija 1, 2, WSOY, 2002, 2003, Finland.
・Johanna Honkanen, Martti Raekunnas, Jorma Riikonen, Matti Saarivuori, Eekki Alanen:
Luonnonkirija 3, 4, 5, 6, WSOY, 2003, Finland.
・Johanna Honkanen, Martti Raekunnas, Jorma Riikonen, Matti Saarivuori: Luonnonkirija fysiikka ja
kemia 5&6, WSOY, 2005, Finland.
・Johanna Honkanen, Martti Raekunnas, Jorma Riikonen, Matti Saarivuori: Luonnonkirija biologia ja
maantieto 5&6, WSOY, 2004, Finland.

他

また， 下記の出版物も参考とした。
・鈴木誠編著『フィンランドの理科教育』明石書店，2007。
・鈴木誠「フィンランドの理科教育―教育制度と前期中等教育での化学教育」『化学と教育』，
53(8)，2005，pp.463-467。
・Finnish National Board of Education: National core curriculum for basic Education 2004,
Finland.

他

（鈴木
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９．韓国
（１）教科書の特徴
韓国では小学校の教科書はすべて国定教科書であり，中学校と高等学校は検定教科書で
ある。本稿では現行の第７次改訂教育課程の小の国定教科書と中・高校では最も多く使わ
れている金星出版社の教科書とについて調査対象とする。

１）体様
①小学校の理科教科書
韓国の小学校教科書は日本と異なり，検定ではなく，国定であるため理科教科書は国が
出している 1 種類しかない。
韓国では小学校第 1，2 学年は国語と数学以外は「正しい生活」「賢い生活」「楽しい生
活」という統合教科になっており，
「賢い生活」に理科の内容は含まれている。理科は小学
校第 3 学年から設置されている。小学校理科教科書は第 3 学年用から第 6 学年用まであり，
1 学期用と 2 学期用に分冊されている。また，理科教科書のほかに副教材として「実験観
察書」がある。実験観察書は授業中に児童たちが実験の結果をまとめたりノートとしてよ
く使われたりしている。図１は小学校第 3 学年で使われている理科教科書（1 学期用と 2
学期用）と実験観察書（1 学期用と 2 学期用）である。
小学校理科教科書の外形的な体様をみると，判の大きさは B5 判（縦 257mm×横 188mm）
になっている。各教科書のページ数は，104 ページ（第 3 学年 1 学期），94 ページ（第 3
学年 2 学期），96 ページ（第 4 学年 1 学期），94 ページ（第 4 学年 2 学期），88 ページ（第
5 学年 1 学期），86 ページ（第 5 学年 2 学期），88 ページ（第 6 学年 1 学期），86 ページ（第
6 学年 2 学期）である。第７次改訂教育課程では従来より学習量を 30％程度減らしたこと
もあり，従来の教科書より薄くなった。小学校の教科書はすべて無償給与である。
実験観察書も同じ B5 判であり（縦 257mm×横 188mm），ページ数はそれぞれ 74 ページ（第
3 学年 1 学期），64 ページ（第 3 学年 2 学期），74 ページ（第 4 学年 1 学期），66 ページ（第
4 学年 2 学期），68 ページ（第 5 学年 1 学期），64 ページ（第 5 学年 2 学期），66 ページ（第
6 学年 1 学期），64 ページ（第 6 学年 2 学期）である。実験観察書も無償給与である。
印刷は現行の教科書から全ページカラーになったが，紙の質は日本に比べ落ちる感がす
る。特に，実験観察書に使われている紙の質は相対的に落ちる。
写真やイラストなどの挿絵が児童たちの理科に関する興味や関心を喚起するためによ
く使われている。また，図や表も多く載せられている。しかし，写真やイラストなどに対
して現実感が足りないとの指摘や身の回りのものを多く載せるべきであるとの要望が寄せ
られている。
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表１

小学校の理科教科書の体様的な特徴

小学校 第 3 学年

小学校 第 4 学年

小学校 第 5 学年

小学校 第 6 学年

判の大きさ

B5 判
縦257×横188mm

B5 判
縦257×横188mm

B5 判
縦257×横188mm

B5 判
縦257×横188mm

厚さ，ページ数

5mm，104 ページ

4mm，96 ページ

4mm，88 ページ

4mm，88 ページ

重さ

227g

213g

194g

195g

体裁

ソフトカバー

ソフトカバー

ソフトカバー

ソフトカバー

分冊

2 冊：1，2 学期

2 冊：1，2 学期

2 冊：1，2 学期

2 冊：1，2 学期

カラー

カラー

カラー

カラー

11.5 ポイント

11.5 ポイント

11.5 ポイント

11.5 ポイント

無償

無償

無償

無償

色刷り
活字の大きさ
価格

図１

小学校第 3 学年用理科教科書（1 学期用，2 学期用）と実験観察書（1 学期用，2 学期用）

②中学校理科教科書
中学校では検定教科書が使われている。現在 8 種類程度の中学校理科教科書が出版され
ている。その中で，多く使われている教科書（金星出版社）を取り上げて調べてみた。小
学校理科教科書とは異なって，中学校は 1 冊の教科書を 1 年間学習する。
中学校の理科教科書の外形的な体様を見てみると，判の大きさは B5 判（縦 257mm×横
188mm）で小学校と同じサイズである。従来よりサイズを大きくし，小·中·高校理科教科
書のサイズを統一した。
各教科書のページ数は，269 ページ（第 1 学年用），304 ページ（第 2 学年用），336 ペー
ジ（第 3 学年用）である。学年が上がることにつれて学習する内容が多くなるので教科書
の厚さも増している。
色刷りは現行の教科書から全ページカラーになったが，紙の色は日本より少し黄色であ
り，紙の質は日本に比べ相対的に落ちている感がする。
写真やイラストなどの挿絵は，生徒の理科に関する興味や関心を喚起するためにより多
く使われている。また，図や表も多く載せられている。しかし，先ほど，小学校で述べた
ように写真やイラストなどに対する指摘や修正要請がある。
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表２

中学校の理科教科書の体様的な特徴

中学校 第 1 学年

中学校 第 2 学年

中学校 第 3 学年

判の大きさ

B5 判
縦 257×横 188mm

B5 判
縦 257×横 188mm

B5 判
縦 257×横 188mm

厚さ，ページ数

13mm，300 ページ

13mm，308 ページ

14mm，340 ページ

重さ

618g

618g

700g

体裁

ソフトカバー

ソフトカバー

ソフトカバー

分冊

無し

無し

無し

カラー

カラー

カラー

11 ポイント

11 ポイント

11 ポイント

無償

無償

無償

色刷り
活字の大きさ
価格

③高校理科教科書
現行理科学習指導要領では，小学校第 3 学年から高校第 1 学年まで国民基本共通教育課
程になり，高校第 1 学年の「科学」は必履修になった。そのため，高校第 1 学年には「科
学」が，第 2，3 学年からは物理，化学，生物，地球科学についてそれぞれⅠとⅡの教科書
がある。現在 8 種類程度の高校教科書が出版されている。その中で，多く使われている教
科書（金星出版社）を取り上げ調べてみた。
中学校の理科教科書と同じく，分冊されずに科目ごとに 1 冊になっている。
高校理科教科書の外形的な体様をみると，調査対象の 3 冊とも大きさは B5 判（縦 257mm
×横 188mm）である。各教科書のページ数は，416 ページ（科学），248 ページ（化学Ⅰ），
344 ページ（化学Ⅱ）となっている。化学の場合，化学Ⅰより化学Ⅱで学習する内容が多
くなるので教科書の厚さが増えている。
色刷りは現行の教科書から全ページカラーになったが，紙の色は日本より少し黄色であ
り，紙の質は日本に比べ相対的に落ちている感がする。
生徒たちの科学概念の理解を助けるため，より写真やイラストなどの挿絵が多く使われ
ている。
表３

高校理科教科書の体様的な特徴
科学

化学Ⅰ

化学Ⅱ

判の大きさ

B5 判
縦 257×横 188mm

B5 判
縦 257×横 188mm

B5 判
縦 257×横 188mm

厚さ，ページ数

17mm，416 ページ

11mm，248 ページ

14mm，344 ページ

重さ

856g

511g

709g

体裁

ソフトカバー

ソフトカバー

ソフトカバー

分冊

無し

無し

無し

カラー

カラー

カラー

10.5 ポイント

10.5 ポイント

10.5 ポイント

色刷り
活字の大きさ
価格

3,250ウォン(約200円) 2,770ウォン(約170円) 4,310ウォン(約260円)
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２）目次からみた教科書の構成
小学校と中学校の教科書には児童·生徒たちの関心や希望，そして授業時間および児童
生徒たちのレベルに応じて発展学習が可能な「このような実験もある」または「もう一歩」
などの内容が提示されている。これらの構成は教師の授業準備への負担を減らす役割もあ
る。現行の理科では学習指導要領に書かれた内容以外に，発展学習（深化過程）を取り入
れるようになり，その課題は先生が児童·生徒に応じて直接設定することになっているが，
それに伴う先生の理科授業準備の負担が増えるとの苦情が多く，また，教科書にそれに相
応しい内容を取り入れて置く必要があるとの要請が多かった。
①小学校の目次から
理科教科書は国定であり 1 種類である。目次は大項目のみが示され，第 3，4 学年は 8
個の大項目が提示されている。それぞれ，物理，化学，生物，地学の領域が二つずつ等し
く配分されている。例えば，第 4 学年 1 学期の目次は「バランス」（物理），「生活と液体」
（化学），「電球と光」（物理），「枝豆」（生物），「混合物の分離」（化学），「植物の根」（生
物），「川と海」（地学），「星座探し」（地学），2 学期は「動物の様子」（生物），「動物の雌
雄」
（生物），
「地層探し」
（地学），
「化石探し」
（地学），
「熱による物体の体積変化」
（化学），
「ばね伸ばし」
（物理），
「様子が変わる水」
（化学），
「熱の移動と日常生活」
（物理）となっ
ている。
熱の移動と日常生活の大項目では， 特に日常生活との関わりなどを重視している。例
えば，熱の伝達については魚売り場でよく見かける氷に乗せられている魚の様子を例とし
て取り上げている。また，魔法瓶や二重窓など例としてあげ，保温効果について説明して
いる。
②中学校理科教科書の目次から
中学校教科書（金星出版社）は大項目，中項目，小項目の順に提示されており，小項目
は中項目ごとに 2～4 項目程度記載されている。
中学校第 1 学年には 12 個の大項目が，第 2，3 学年には 8 個の大項目が記載されている。
また，発展学習や補充学習に使える内容が中項目の終わりに提示されている。
小項目は単純な概念の提示ではなく，問いの形式をとっている。例えば，中学校第 2 学
年の物質の特性の項目では小項目として「物質をどうすれば区別できるのか」，「すべての
物質は同じ温度で状態が変わるのか」，「外部圧力と沸点はどんな関係があるのか」，「沸点
と融点で説明できる現象はなにか」。このように問いの形式にすることで生徒たちに好奇心
と自ら考える力を引き出させるよう工夫されている。
項目の内容は小学校と同じく領域別の内容が等しく分配されている。例えば，中学校第
2 学年は 8 個の大項目は，物理，化学，生物，地学の各領域に 2 項目ずつに分けられてい
る。その目次を見ると「様々な運動」
（物理），
「物質の特性」
（化学），
「地球と星」
（地学），
「植物の構造と機能」（生物），「刺激と反応」（生物），「地球の歴史と地殻変動」（地学），
「電気」（物理），「混合物の分離」（化学）となっている。
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③高校の理科教科書の目次から
高校第 1 学年用の科学教科書（金星出版社）は，6 個の大項目で構成されている。科学
の四つの領域に関連する項目が一つずつ（エネルギー，物質，生命，地球），それ以外に「探
究」と「環境」項目が加えられている。
探究では科学の本質（Nature of Science）を主に取り扱っている。その内容としては，科
学者の仕事，科学の探究，科学が人間生活に及ぼす影響等で構成されている。前書きや後
書 き の よ う な 提 示 で は な く ， 一 つ の 大 項 目 と し て 科 学 の 本 質 に つ い て STS （ Science,
Technology and Society）概念を取り入れながら扱っている。なお，環境に関する科目は必
修化されていないので科学の中の環境がその役割を担っている。ただし，韓国の学習指導
要領では高校の選択科目として「生態と環境」が設置できるようになっており，その教科
書も 1 種類出版されているが，一般高校でそれ科目を選択する比率は極めて少ない。
次に，高校での選択科目である化学Ⅰと化学Ⅱの目次構成を見てみる。化学Ⅰでの小項
目は化学Ⅱとは異なって単純な概念の提示ではなく，問いの形式をとっている。例えば，
気体の性質の項目での小項目としては「気体は固体と液体となにが違うか」，「気体の種類
に よ っ て 分 子 の 運 動 速 度 は ど う 変 わ る の か 」，「 圧 力 に よ っ て 気 体 の 体 積 は ど う 変 わ る の
か」，「温度によって気体の体積はどう変わるのか」がある。それに比べ，化学Ⅱでは概念
の提示に留まっている。 例えば，物質の溶解の中項目での小項目としては「物質の溶解現
象」，「クロマトグラフィー」，「溶解度」が示されている。

３）特定分野に関する教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
原子力や原子核エネルギーに関する内容は小·中学校では取り扱っていない。その内容
は高校の物理Ⅱで取り扱っている。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入，
粒子概念の導入は中学校第 3 学年からなされている。中学校第 1 学年で物質が粒子から
なっていることを，状態変化を観察することで現象的に理解する。ただし，このときはま
だ，分子や原子という言葉は使われていない。
中学校第 3 学年では中学校第 1 学年での学習を基にして，粒子的な物質観が形成される
過程を科学史的な扱いで学習させ，自然の物質が粒子から成り立っていることを理解させ
ている。また，物質を元素記号で表すことで物質を簡単に表すことができることを認識さ
せている。原子と分子は目には見えないものであり，その概念を理解させるため，模型を
使っている。模型を使って原子や分子を表すと生徒にとっては，目で確かめたり，手で触
ったりして効果的な学習が行えるとの考えで教科書が作られている。
ウ）DNA の導入，
小・中学校では DNA を取り扱っていない。DNA 構造やたんぱく質の構成は高校の生物
Ⅱで扱っている。中学校でも「遺伝」に関する内容が含まれているが，メンデルの法則，
人間の遺伝，進化という概念に重点が置かれている。
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図２

粒子概念に関する内容

エ）惑星
日本の場合，恒星と惑星を区別し，太陽の特徴と太陽系の構造について学習しているの
に対して，韓国では，星の明るさと等級，銀河の構成物質，日食と月食の現象，惑星の公
転周期及び軌道の大きさの調査を通して学習する。
惑星については中学校第 2 学年から履修している。その具体的な内容は，各惑星の公転
周期と軌道の大きさに関する資料を調べ，惑星公転軌道の相対的な大きさを模型を使って
比較させている。また，各惑星の特徴を探査船に乗って調べる宇宙旅行の形をとっている。

図３

惑星に関連した教科書の内容

４）教科書充実の工夫
小中教科書には，学習内容と関連した内容をより深く調べられる博物館や参考サイトが
教科書に提示されており，インターネットなどを通して自習できるような工夫をしている。
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さらに，発展学習や補充学習に関する記述についてみてみると小学校第 6 学年から中学
校までは，発展学習や補充学習に使える課題が提示されている。特に，中学校の場合は，
各中項目の終わりに発展学習や補充学習用の課題が含まれている。例えば，中学校 2 学年
の「混合物の分離」項目では補充学習として「液体混合物の分離」という課題がある。こ
の課題の内容はすでに教科書で学んだ物質や内容に基づいて行う実験課題であり，実験方
法や実験の重点事項も書かれている。大体の生徒たちが解決できる程度の水準であり，教
科内容の復習にもなれる。
また，発展学習としては「水道水が作られる過程」という課題が提示され，水道水が作
られる過程を調べる上に，浄水器の水や地下水が地下水とどのように違うかを調べ，最後
に簡単な報告書を提出するように指示されている。関連内容は資料の探し方や探究目標は
書かれているものの，具体的は調査方法や観察内容は書かれていない。学習した内容の応
用力が必要であり，ある程度できる子に適切な内容の組み合わせである。
次に，実生活や実社会との関連などの興味，意欲を高める記述充実についてみてみると
小学校から中学校に上がるにつれて理科離れが起きているので，それを防ぐために実生活
との関連ある内容を多く取り入れている。例えば，赤潮，人工降雨，科学ことわざなどを
取り入れている。

（２）現地調査の結果から
教科書の使い方について調べるため，小学校 2 校，中学校 2 校，高校 1 校を選び，現地
調査を行った。

１）小学校現地調査
①小学校Ａ
この学校は慶尚南道晋州市にあり，各学年 4 クラスの構成で，合わせて 24 クラスの学
校である。調査したクラスの児童数は 32 名（男子 16 名，女子 16 名）であった。理科授業
の様子を見ると教科書と実験観察書を主に使っていた。それ以外の副教材は一切使われて
いないが，先生が作ったプリント（活動紙）はよく使われていた。科学室は 1 室しかない
ので授業の大部分は普通教室で行っていた。
普通教室には大画面の液晶テレビが備え付けられており，コンピュータも設置されてい
るので，授業ではパワーポイントや DVD などが副教材としてよく使われていた（図４）。
科学室には電子黒板が
設備されていた（図
５）。
パワーポイント資料
は EDUNET（www.edu
net4u.net） という教育
サイトなどから無料で
提供されているものを
少し直して使ってい

図４

普通教室の様子
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図５

科学室の様子
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た。その一方，デジタル・コンテンツの資料はあまり使われていなかった。
②小学校Ｂ
この学校は慶尚南道四川市にあり，1 学年 1～2 クラスの小規模学校である。一クラスの
児童数は 21 名～33 名程度である。ほかの小学校と違って，この学校には理科教科担任が
一人おり，その先生がすべての理科の授業を担当し，理科室での授業がよく行われていた。
普通教室には液晶テレビやコンピュータが設置されているので実験の際にも，パワーポ
イント資料を児童に見せることがあった。科学室にも同じく液晶テレビが置かれていた。
このように設備の向上は国の「科学室の現代化」という推進によりもので，全国の小・中・
高校でよく見られる。
副教材は一切使われていないが，先生が作ったプリント（活動紙）はよく使われていた。

２）中学校現地調査
①中学校Ａ
この学校は慶尚南道晋州市にあり，1 学年 10 クラス構成で，合わせて 30 クラスの大規
模学校である。一クラスの生徒数は 40 名程度であった。科学室は 1 室しかない。理科担当
教員は 5 名であった。理科授業は一人の先生が全分野を指導しているので，理科の内容を
分担して指導している様子は見られなかった。
普通教室には大画面の液晶テレビが設置され，コンピュータにも連結されていた。特に，
物理や地学領域の授業中に，パワーポイント資料が使われることが多かった。科学室には
テレビの代わりに収納式のプロジェクターが置かれていた。このような 機材は国の補助に
より，今年の秋に新しく設置された。
教科書は金星出版社のものが使われていた。公式的な副教材は一切使われていなかった
が，理科教員たちが共同で作ったプリントは使われていた。
②中学校Ｂ
この学校はプサン市に所在し，1 学年 8～9 クラスの構成で，合わせて 27 クラスの大規
模学校である。一クラスの生徒数は 35 名程度であった。科学室は 2 室あり，理科担当教員
は 6 名であった。理科は一人の先生が全分野を指導しているので，理科の内容を分担して
指導している様子は見られなかった。
普通教室には大画面の液晶テレビが設置され，コンピュータにも連結されていた。授業
中にパワーポイント資料が使われることもあった。 科学室にはプロジェクターが置かれて
いた。
教科書は金星出版社のものが使われていた。公式的な副教材は一切使われていなかった
が，理科教員たちが共同で作ったプリントはよく使われていた。

３）高校現地調査
高校Ａ
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この学校は慶尚南道統榮市に所在し，1 学年 10～11 クラスで合わせて 31 クラスの大規
模な進学校である。一クラスの生徒数は 35 名程度であった。科学室は 3 室あり，理科担当
教員は 8 名であった。
普通教室には大画面の液晶テレビが備え付けられており，コンピュータとの連結で授業
中にパワーポイント資料が使えるようになっていたがその使用頻度は少ない。しかし，科
学室では液晶テレビなど新しい機材は見られなかった。
教科書は「科学」，「化学Ⅰ」，「化学Ⅱ」ともに金星出版社のものが使われていた。公式
的な副教材は一切使われていなかったが，進学校の特殊性で第 2 学年までに教科書を終え，
第 3 学年は受験用の問題集が使われる場合もあった。また，科学室での授業は月一回にも
満たない。
日本では使われる場合もある化学図解などの教材も出版社から提供されていない状況
であった。また，デジタル・コンテンツの使用頻度は皆無と言える。
（孔

295

泳泰）

Ⅳ．理科の教科書

10．中国
中国の学校制度は小学校 6 年，初等中学 3 年，高級中学 3 年であるが，上海は５－４－
３制を取っている。また，カリキュラムも省・自治区・直轄市により独自に制定できると
されている。
中国では人民教育出版社をはじめ，多くの出版社において理科教科書が出版されてい
る。現在，中国の農村地域では義務教育段階（小学校と中学校）の教科書は無償で提供さ
れるものの，都市や町の地域では有償で提供される地域もあれば無償で提供される地域も
ある。上海市の場合は，無償で提供されている。本稿では上海市の理科教科書についての
調査結果について報告する。

（１）教科書の特徴
１）体様
大きさ：中国では現在，教科書の大きさを国際慣例に合わせようとしているものの，ま
だ統一されておらず，A4，B5，A5 等と，地域や学校段階（小学校，中学校あるいは高等
学校）においてそのサイズが異なる。上海の場合，現在小学校の教科書は B5（縦 259mm
×横 187mm）サイズ，中学校や高等学校の教科書は A4（縦 297mm×横 210mm）サイズが
普通である。中国の教科書にはハードカバーはない。
紙質：普通の本や雑誌を印刷する紙，ヘクトグラフ紙（hectograph paper）。日本の教科書
用の紙より光沢度が低い。
色刷り：中国の教科書は色刷りではない。二色版を用いている（後掲のイラストを参照）。
イラスト・写真：理科の教科書には多くのイラスト・写真が使用されている。とりわけ
小学校の教科書はイラスト・写真が多く，文字数は少ない。日本の教科書と比べると，写
真よりもイラストのほうがいくぶん多く使われている。ただ，イラスト・写真は日本ほど
鮮明な印刷ではない。
厚さ（ページ数），重さ：2007，2008 年出版の基礎的カリキュラム（上海のカリキュラ
ム編成は，基礎的カリキュラム，発展的カリキュラムと研究的カリキュラムから構成され
ている。この節の最後に示した資料１を参照）における理科教科書は表１の通りである。
表１
学級
小学校

教科
自然

理科教科書の厚さ（ページ数）と重さ

学年と学期

ページ数 重さ(g)

値段 元（円）

出版社

1 学年 1 学期

77

177

8.70（110） 上海科技教育出版社

1 学年 2 学期

68

156

7.80（100）

2 学年 1 学期

65

150

7.60（100）

2 学年 2 学期

65

150

7.35（100）

3 学年 1 学期

65

150

7.35（100）

3 学年 2 学期

66

152

8.10（110）

4 学年 1 学期

65

150

7.35（100）
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中学校

科学

物理

化学
生命科学
高等学校

物理

化学

生命科学

科学

4 学年 2 学期

64

147

6.95 （90）

5 学年 1 学期

66

152

6.70 （90）

5 学年 2 学期

66

152

8.75（110）

6 学年 1 学期

132

303

8.25（110） 上 海 遠 東 出 版 社

6 学年 2 学期

120

276

7.60（100）

7 学年 1 学期

200

460

12.10（160）

7 学年 2 学期

127

292

9.70（130）

6 学年 1 学期

95

263

7.35（100） 上 海 教 育 出 版 社

6 学年 2 学期

97

269

7.35（100）

7 学年 1 学期

163

451

11.80（150）

7 学年 2 学期

159

440

11.50（150）

8 学年 1 学期

81

224

6.65 （90） 上 海 教 育 出 版 社

8 学年 2 学期

56

155

4.45 （60）

9 学年 1 学期

49

135

5.00 （70）

9 学年 2 学期

60

166

6.40 （80）

9 学年 1 学期

75

208

10.20（130）

9 学年 2 学期

137

379

6.05 （80）

第一冊

109

302

8.40（110）

第二冊

132

365

9.70（130）

10 学年 1 学期

101

280

7.60（100） 上海科学技術出版社

10 学年 2 学期

87

241

6.55 （90）

11 学年 1 学期

99

274

7.35（100）

11 学年 2 学期

75

208

5.80 （80）

10 学年 1 学期

99

274

7.35（100）

10 学年 2 学期

86

238

6.55 （90）

11 学年 1 学期

67

186

5.25 （70）

11 学年 2 学期

79

219

5.60 （70）

第一冊

88

244

6.55 （90）

第二冊

101

280

7.60（100）

第三冊

99

274

7.35（100）

12 学年 1 学期

96

266

7.35（100） 華東師範大学出版社

12 学年 2 学期

117

323

8.40（110）

注： (1) 小学校の自然教科書には，上海科技教育出版社の教科書の他に上海遠東出版社の教科書がある。
この教科書は，Oxford 大学出版社の 『OXFORD SCIENCE READERS』を基に，上海中小学課
程教材改革委員会が改編したものである。
(2) 中学校生 命科 学教科書 には 学年の指定がない。なお，上海市教育委員会の「上海市教育委員会
関于印発上海市中小学 2008 学年度課程計画及其説明的通知」によると，中学校生命科学は第 8
学年で週に 2 時間，第 9 学年で週に 1 時間とされている。つまり，第 8，9 学年で 2 冊の教科書
を教えれ ば， よいわけ であ る。同じく，高等学校の教科書にも学年の指定がない。上記通知に
よると，高等学校の生命科学は高等学校第 2 学年に週に 3 時間とされているが，学校には裁量
権があり，高等学校第 1，2 学年で教えることも可能である。
(3) 値段は教科書のみにし，「練習帳」等の副教材の値段は含まない。
(4) 高等学校の科学は，中学校の科学と同じく総合理科の性質のもので，高校の第 3 学年に設けら
れ，すべての生徒の必修である。
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２）目次からみた教科書の構成
小学校，中学校，高等学校の目次は学年間においてある程度重複が見られ，内容の配列
において，らせん状の構造をなしていると考えられる，例えばニュートンの第一法則は，
中学校物理教科書の目次にも，高等学校物理教科書の目次にもある。目次の書き方は，資
料２に示している通り，ほぼ項目あるいは記述的な表現であり，問いかけ的な表現は殆ど
見られない。
教科領域をまたがる概念については，いくつかの教科科目で何度も繰り返して現れてい
る，例えば，原子や分子については，中学校の科学や高等学校の化学や物理で現れている。
ただし，教科書の内容やその観点は同じではない。
教科間の整合の試みが読み取れる，例えば，生命科学では，生命の物質基礎等の化学と
密接な関係のある内容が扱われている。
地学に関する内容は，小学校の自然，中学校の科学の教科科目以外に中学校や高等学校
の物理でも扱われている。
小学校や中学校初期（ここでは第 6，7 学年を指す）の理科内容は，生命科学の内容が
他の領域よりやや多いように思われる。資料２に示している通り，小学校自然教科書は，
全部で 82 個の章が設けられ，その中で生命科学に関する章が 29 個あり，全体の 35％を占
める。また，中学校科学教科書（第 6，7 学年）は，全部で 14 個の章が設けられ，その中
で生命科学に関する章が 7 個あり，全体の 50％を占める。
小学校の自然の教科書の目次：授業時間数に合わせて活動の量が定められているようで
ある。つまり，各章の下に活動（節）が示され，その数（約 32）がほぼ 1 学期の授業時数
に相当する。大体，1 時間に一つの活動が行われている。また，目次に「自由探究活動」
を明示するなど，探究活動が重視されていると考えられる。第 5 学年の場合，
「簡単な器械
を設計し，なお製作する」，
「恐竜に関するコラムを編制する」，
「小さなロケットを製作し，
発射する」，「定時にオートで光るランプの装置を設計し，なお製作する」等の 1 学期に 4
個の「自由探究活動」が設けられている。
中学校の生命科学教科書：目次に「実験と実習」が明示され，実験が強調されている。

３）特定分野に関する教科書の記述
①小・中学校の特定分野に関する教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
小学校や中学校の教科書では原子力や原子核エネルギー，原子力発電，原子核エネルギー
の平和的な利用に触れているものの，深くは触れていない。具体的には以下の通りである。
第 7 学年第 1，2 学期科学教科書：エネルギーの形態として原子核エネルギーや原子力
発電所について簡単に紹介している。 1
第 9 学年第 2 学期物理教科書：原子核は静電気を帯びた陽子と静電気を帯びない中性子か
ら構成され，陽子と中性子を総称して核という。原子核に所蔵されているエネルギーを核エ
ネルギーという。核エネルギーを解放するとそのエネルギーは驚くほど莫大である。核エネ
ルギーを解放する方法は，核分裂と核融合の 2 種類ある。前記の後，核分裂や核融合はど
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んなことかについて紹介し，原子爆弾
は核分裂によるもの，水素爆弾は核融
合によるものであることを記述してい
る。さらに，人類の核エネルギーの平
和利用には核エネルギーの解放速度を
コントロールしなければならないこ
と，人類が核分裂の速度を制御する技
術をすでに身につけていること等につ
いて触れている。 2

図１

第 9 学年 2 学期物理（上海教育出版社）2007 年

イ）粒子概念（原子・分子）の導入
粒子概念（原子・分子）については，科学，物理，化学等の科目において触れている。
第 7 学年第 2 学期科学教科書：発展的内容として原子や分子について触れている。物質
は観察できないほど小さな「a-tomic（ギリシア語）」から構成されている。このような最も
小さな粒子を原子（atom）という。物
質は大量の微小粒子，つまり分子，原
子とイオン（電気を帯びる原子）から
構成されている。原子は原子核と核外
で運動する電子から構成されている。
ラザフォードは，原子構造の惑星モデ
ルを出した。 3
第 8 学年第 2 学期物理教科書：分子
運動論について紹介している。物質は
分子から構成され，分子は絶え間なく，
不規則に運動する。分子の間には相互
に働く力がある。 4
第 9 学年第 1 学期化学教科書：物質
を構成する微粒子について触れてい
る。分子は原子から構成され，万物は
いろいろな元素から構成されている。
元素は同一種類の原子の総称である。
また，相対原子質量（原子量）の概念，
物質の式量についても触れている。 5
第 9 学年第 2 学期物理教科書：トム
ソンのプラム・プディング・モデルや
ラザフォードの惑星モデル（太陽を中
心に地球などの惑星が回っているのと

図２ 第 7 学年 1 学期科学（上海教育出版社）2008 年

類似したモデル）等の原子模型につい
て紹介している。 6
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ウ）DNA の導入
DNA に つ い て は 小 学 校 か ら 中 学 校 に 至 る ま で
何度も現れ，その内容の範囲や深度は次第に進め
られている。具体的には，以下の通りである。
小学校第 5 学年第 1 学期の自然教科書：遺伝学，
遺伝子や DNA について簡単に紹介している。細
胞の中には染色体という物質があり，染色体の基
本的な構成を DNA という。遺伝子は遺伝情報を
持つ DNA の一部である。また，DNA のらせん構
造について図示している。 7
中学校の生命科学教科書：細胞分化の過程で，
遺伝子はどのように作用しているかについて述べ
られている。また，DNA 分子の化学構造について
図示している。 8
中学校の生命科学教科書：DNA，遺伝子，染色体
とヒトゲノム計画について紹介している。人体の性
状と遺伝の現象，染色体と遺伝子，ヒトの性の決定，
遺伝子と染色体との関係，遺伝の変異，遺伝子組換
え（transgene）の技術等について紹介している。

図３

9

第 5 学年 1 学期自然（上海科
技教育出版社）2008 年

エ）惑星
小学校から中学校の理科教科書で惑星について触れているが，内容の難易度にはあまり
変わりがなく，視座を変えて簡単に紹介している
程度である。具体的には以下の通りである。
小学校第 5 学年第 2 学期の自然教科書：太陽系
と宇宙探索の単元が設けられている。そこでは，
太陽の構成（8 つの惑星，冥王星はすでに惑星か
らはずしている），太陽と各惑星の直径の比較，海
王星の発見等について述べられている。教科書に
は，太陽系 8 つの惑星の資料カードを作る活動が
設けられ，児童が空気の有無，生命の有無，水の
有無，衛星の有無，直径の大きさ，自転方向，公
転周期について記している。 10
第 7 学年第 2 学期科学教科書：太陽系の構成に
ついて触れている。8 つの惑星の基本状況，例え
ば太陽との距離，地球と比べた相対的な半径，相
対的な質量，密度，衛星の数量等について触れる
程度である。 11
第 9 学年第 2 学期物理教科書：惑星が 9 個から
8 個に変わった事について述べられている。

12
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第 5 学年 2 学期自然（上海科
技教育出版社）2008 年
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②高等学校の教科書の分析
高等学校では，物理，化学，生命科学等の基礎的な科目は必修で，すべての生徒が履修
する。また，高等学校第 3 学年に「科学」が設けられ，必修である。このように，高等学
校では，生徒に物理，化学，生命科学の基礎を学ばせることが重視されているだけでなく，
科学的素養の育成が重視されていると考えられる。それに従い，基礎的カリキュラムの教
科書の編集においては，中学校との結びつきが考慮され，ほとんどの生徒が学ぶことがで
きるように，内容の量や難易度の歯止めが考慮されている。
化学を例に見ると，高等学校第 1，2 学年において基礎的カリキュラムの化学は，物質
の構成，物質の変化とエネルギーの変化，化学反応速度と平衡，電解質溶液の性質，元素
の周期律，高分子化合物，定量実験の方法等，基本的な化学知識や化学の方法について扱
っている。その上，大学入試で化学を受ける生徒は，さらに発展的カリキュラムの化学を
学ぶようになるが，その内容には，原子の構造，物質の構造，化学における平衡，化学変
化の中の法則，非金属元素，金属元素，炭化水素，炭化水素の誘導体，基礎化学実験等の
単元が設けられている。

４）教科書充実の工夫
中学校生命科学教科書は，各節が「あなたは知っていますか」，「学習と探究」，「視野を
広げる」等の三つの異なるモジュールが設けられている。その中で，
「あなたは知っていま
すか」，「視野を広げる」モジュールは生徒に関係知識を理解させるために設けられた自学
自習の内容である。
「学習と探究」モジュールは授業中に学習する主な内容である。教科書
には「情報バンク」，「活動の場」等の欄が設けられているが，特に説明がない場合は生徒
が選択して学習する内容とされている。 13
中学校物理教科書の場合，目次や本文の内容に＊をつけ，選択履修の意味を示し，教師
や生徒が発展学習に使うように工夫されている。例えば，第 8 学年第 2 学期物理教科書の
目次を見ると，全部で 2 章（9 節）から構成され，その中で 2 節が発展学習の内容であり，
また各節にも発展学習の内容が含まれ，その内容は教科書全体の約 30％を占めている。 14

（２）現地調査の結果から
2008 年 11 月 12，13 日，上海市郊外の闵行区実験小学，莘光学校（中学校部），七宝中
学（高校）を訪問し，7 コマの授業を参観するとともに学校の教室や実験室の施設設備に
ついて見学し，校長先生や理科教員にインタビューした。

１）教科書がどのように使われているのか
すべての児童生徒が基礎教科では 1 種類の教科書を持っている。義務教育段階では教科
書は無料で提供され，高等学校段階では教科書は有料で提供される。
教師は教科書の内容をほとんど教えるものの，教科書で教えるという立場をとってい
る。教師は，授業中教科書以外にも必要に応じて豊富な教材を補充して，授業展開を行う。
教師は必ずしも教科書の内容の順に授業を進める必要はないものの，特に必要を感じない
場合，やはり教科書の順で教える場合が多い。教科書に書かれている実験は，その要求に
基づいて教師実験か生徒実験で行われている場合が多い。教科書に記載されている問題は
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ほとんど扱い，それより深い内容もしばしば扱
っている。
中学校後期（第 8～9 学年）や高等学校では，
宿題の量がやや多い。教科書とセットとなって
いる副教材の「練習帳」以外にも，市販のドリ
ル問題集や学校で編集した問題集が使われるの
が普通であり，教科書内容の範囲を超えたのが
少なくない。
児童生徒は教科書にアンダーラインを引いた
り，メモしたりすることが可能であり，自宅へ
持ち帰ることも可能である。教科書は，授業中

教科書ある課題に取り組んでいる（上海市
七寶中学）

だけでなく，児童生徒が予習，復習，宿題のためにもよく使われている。

２）副教材としてどのようなものが使われていたか （例えば問題練習やまとめのための冊子など）
小学校の教科書は，『活動部分』がセットになって配られている。児童は，その『活動
部分』に，観察した現象や資料を調べた結果，探究活動の過程，実験の結果を記録したり
する。
中学校の『学習活動カード』は，実は授業中に使われる学習指導材料であり，生徒が実
践活動を通して教科書の内容を学習するように導く役割をする。
『学習活動カード』は，教
科書の各章，節の授業に合わせて一緒に使用するように，とされている。物理の場合，
『学
習活動カード』には，観察と描写，生徒実験，活動，読解，思考と討論，交流と協力，更
なる探究等の欄が設けられている。学習活動カードに提供された実験案，機材等について
は，教師が実際の状況に応じて改善することが可能である。 15
高等学校の教科書には，別冊で「練習帳」（中国語では『練習部分』）があり，セットに
なっている。高等学校物理の「練習帳」を事例に見ると，教科書の単元，章，節の順に，
各節ごとに練習が設けられている。各節の練習は，一般的に，学習要求，要点の分析，事
例の分析，基本訓練，生徒実験等の五つの部分から構成されている。各章には「本章の自
己テスト」問題が設けられている。
「練習帳」について，一部の基本的な問題は授業中に行
い，その他は宿題として課外に完成するようにする。高等学校第 1 学年第 1 学期の物理の
場合，「練習帳」が 93 ページもあり，理科の学習において練習は欠かせないものとして位
置づけられている。 16

３）授業での指導を充実させるために使われる教師用指導書，デジタル・コンテンツ，
教師が使用するパソコンやプロジェクター及びスマートボード，パワーポイントな
どの教室環境の整備や利用状況などについて
各教科書には，教師用の「教学参考資料」が編集されている。これは，教科の「課程標
準」に基づいて書かれ，教師が教科書を用いて授業を進めることを援助している。その内
容は，章ごとに，本章の概要，本章の授業目標，本章の重点と難点，授業時数の配分，各
節の授業要求，本章の参考資料等から構成され，教師にアドバイスをしている。
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また，2004 年より始まった「上海教育資源バ
ンク」の開設は，上海教育情報化建設の総企画
下のものであり，基礎教育改革の要求に必要な
教育資源の開発を主としている。
「 上海教育資源
バンク」には，授業案等の資料以外に，すべて
の学年，すべての教科に渡る優秀教師の授業ビ
デオが数多く納められている。上海のすべての
教師が ID カードを有し，良質の教育資源を共
に享受することができる。
教室にはパソコンやプロジェクターが設けら Power Point を使い教科書の内容を補充して
れているのが普通であり，教師は授業中パワー いる（上海市莘光学校（中学校部））
ポイントをよく使っている。特に，若い教師は，IT 機器の使用に関しては熟知している。

４）調査内容のエッセンスを記述する
上海の理科教科書は，試験本と試用本がある。試用本は上海市カリキュラム研究基地学
校（指定校）で試験的に使用されたのち，その情報が教科書づくりにフィードバックされ，
それにより修正された教科書である。
【参考文献（中国語）】
1． 『科学 七年級第一学期 （試用本）』上海教育出版社，2007 年，p.41。
『科学 七年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2007 年，pp.70-76。
2． 『物理 九年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2008 年，p.31。
3． 『科学 七年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2007 年，pp.17-19。
4． 『物理 八年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2008 年，p.34。
5． 『化学 九年級第一学期 （試用本）』上海教育出版社，2008 年，pp.39-42。
6． 『物理 九年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2008 年，p.30。
7． 『自然 五年級第一学期 （試用本）』上海科技教育出版社，2008 年，p.13。
8． 『生命科学 初中第一冊 （試用本）』上海教育出版社，2007 年，pp.6-7。
9． 『生命科学 初中第一冊 （試用本）』上海教育出版社，2007 年，pp.54-65。
10． 『自然 五年級第二学期 （試用本）』上海科技教育出版社，2008 年，pp.43-44。
11． 『科学 七年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2007 年，pp.6-8。
12． 『物理 九年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2008 年，p.35。
13． 『生命科学 初中第一冊 （試用本）』上海教育出版社，2007 年，前言。
14． 『物理 八年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2008 年，目次。
15． 『物理 学習活動卡（カードの意味） 八年級第二学期 （試用本）』上海教育出版社，2008 年。
16． 『物理

練習部分

高中一年級第一学期

（試用本）』上海科学技術出版社，2008 年。

【資料１】上海の理科カリキュラム概要
上海のカリキュラム編成は，十二年一貫の基礎教育を目指しており，基礎的カリキュラム，
発展的カリキュラムと研究的カリキュラム（小学校と中学校では探究的カリキュラム）から構
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成されている。基礎的カリキュラムはすべての児童生徒に同じ基礎を，発展的カリキュラムは
異なる児童生徒に異なる基礎を，研究的カリキュラムは児童生徒に学習方法の基礎を育成させ
ることを目的としている。基礎的カリキュラムは，さらに「語言文学」，「数学」，「社会科学」，
「自然科学」，「技術」，「体育と健身」，「芸術」等の学習領域に分けられている。
自然科学の学習領域におけるカリキュラム（以下，理科カリキュラム）は，「合分一体」の
構想で設計されている。「合分一体」とは「総合―分科―総合」のことである。表１に示す通
り，小学校と中学校の初期段階は総合理科，それからは物理・化学・生命科学等の分科理科，
最後の段階は再び総合理科が設けられている。分科理科の各教科の授業時数は均等ではなく，
物理の授業時数が化学や生命科学より 30％ほど多い。
表１

上海自然科学学習領域の各教科の授業時数
自然

小学校

第 1～5 学年

中学校

第 6～7 学年

高等学校

科学

物理

化学

生命科学

340
170

第 8～9 学年

136

68

102

第 10～11 学年

136

136

102

第 12 学年

60

科学

上海遠東出
版社

自然

中学校

上海科技教育出版社

小学校

【資料２】理科教科書の目次
学年と
章名
出版社
学期
1 学年 大自然に踏み込む；あなたと私と彼を知る；物体を知る；豊富で多彩な植物；
1 学期 各種の動物；至る所に水がある；目に見えない空気；身の回りの音；光と色
1 学年 紙の世界；石，砂，泥と土；ゴムとばね；磁石；日常のエネルギー；わた；
2 学期 羊毛と蚕の糸；魚とカタツムリ；影と鏡
2 学年 遊園地；動植物が世代を伝える；天気の変化；昼夜と四季；加熱と保温；
1 学期 物質の形態；成長と変化；健康的な生活
2 学年 よく見かける材料；地球の表面；小さな帆船；滑車の運動；動植物の生活
2 学期 環境；植物の根と茎；橋；懐中電灯
3 学年 植物の根，茎と葉；植物の花，果物と種；動物の世界；生物と環境；生物の啓発（生
1 学期 物の人類に対する啓発の意味）；運動；熱伝導と膨張，収縮；水の三態の変化
3 学年 よく見かける力；物質の溶解；温度の変化；蚕の一生；磁極と指向；アサ
2 学期 ガオを植える；水と空気の圧力；簡単な電気回路
4 学年 自然界の水；地震と火山；地球の自転と公転；天文と気象の観測；私は成
1 学期 長する；人造の材料；光の伝播；音と振動
4 学年 望遠鏡の中の青空；顕微鏡下の世界；生態平衡；てこと平衡；沈みと浮き；
2 学期 重心と安定性；電気と磁気；エネルギーとエネルギー源
5 学年 物質の変化；生命の引き続き；身の回りの空気；岩石と土壌；外部世界の
1 学期 感知；体の律動；栄養と消化；衛生と健康
5 学年 簡単な機械；器械；生物世界；生物の進化；地球表面の形態と変化；太陽
2 学期 系と宇宙の探索；複合材料と合金；科学技術の発明と生活の変化
6 学年 科学の入門；生物の世界；細胞と生殖；物質の粒子の模型
1 学期
6 学年 エネルギーとエネルギー源；水と人類；空気と生命
2 学期
7 学年 身の回りの溶液；電力と電気通信；健康な体
1 学期
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宇宙と空間の探索；地球，鉱物と材料；海洋と海洋の開発
上海教育出版社

科学に踏み込む；世界を感知する；水と人類
空気と生命；材料と生活；電気と磁気
日光と生物；エネルギーとエネルギー源；人体と健康；地球と資源
宇宙から粒子まで；生殖と発育；力と空間の開発；人間と自然

上海教育出版社

物理
化学
生命科学

7 学年
2 学期
6 学年
1 学期
6 学年
2 学期
7 学年
1 学期
7 学年
2 学期
8 学年
1 学期
8 学年
2 学期
9 学年
1 学期
9 学年
2 学期
9 学年
1 学期
9 学年
2 学期

生徒の皆さん，出発；音；光；運動と力
機械と仕事；熱とエネルギー
圧力と圧力の強さ；電気回路
電気エネルギーと磁気；原子から銀河系まで
化学的な魅力；広大な大気；溶液世界に踏み込む；燃焼及びその燃料
酸とアルカリを知り始める；日常の金属と塩；化学と生活

第一冊 人体の生命活動の基本的な条件；人体の生命活動の調節；健康と病気
第二冊 生物の群集；生態系；生態群
物理探索の旅－皆さんへ；等加速度運動；力と力の平衡；ニュートンの運
動の法則
周期運動；力学的エネルギー；分子と気体の法則
内部エネルギー；エネルギーの保存則；電場；電気回路；磁場
電磁誘導―電磁波；物質の微視的な世界；宇宙

上海科学技術出版社

物理

高等学校

化学
生命科学

10 学年
1 学期
10 学年
2 学期
11 学年
1 学期
11 学年
2 学期
10 学年
1 学期
10 学年
2 学期
11 学年
1 学期
11 学年
2 学期
第一冊

原子世界の門を開く；海水中のハロゲン族元素資源の開発；原子が物質を
構成する秘密を探る；物質変化の中のエネルギーの変化を分析する
硫黄と窒素の功績と過失について評する；化学反応の速度と平衡の謎を示
す；電解質溶液の性質を探究する
すばらしい金属世界に踏み込む；元素の周期律を知り始める；幾種類かの
定量的測定方法を学ぶ
生活中の酸素を含む有機化合物を知る；高分子の王国を漫遊する；水質に
影響する化学物質について分析する
生命科学に踏み込む；生命の物質的基礎；生命の構造的基礎；生命の物質
変化とエネルギーの変化
第二冊 生物体の情報の伝達と調節；遺伝情報の伝達と発現；細胞の分裂と分化
第三冊 遺伝と変異；生物の進化；生物の多様性

（金
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学出版社

科学的探究の過程と成果；物質の構造と性質；エネルギーの保存と消失；
情報の物質的基礎
地理環境と生物の進化；人類活動と生態系の保全；宇宙資源の開発と社会的需要；材料
と社会の進歩；生物技術と人類の健康；科学の発展とわが国の科学技術の現代化

華東師範大

科学

12 学年
1 学期
12 学年
2 学期

京澤）
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11．台湾
（１）教科書の特徴
小中学校の教科書は，教育部（日本の文部科学省に相当する）が検定した市販の教科書
を使用する。どの教科書を使用するかについての意思決定は，各学校の課程発展委員会に
よって行われる。
本稿では，教科書の内容・構成，授業での使用方法などを中心に日本の教科書やその活
用との違いを考察したい。当然ながら，教科書を分析するにあたっては，その国の教育的
背景や教科に対する理念などの違いも踏まえておく必要がある。ただ，紙数に制約がある
ことや本稿の目的とずれてしまうおそれもあるため，ここでは理科という教科の枠組を考
える上で無視することができない点に触れるにとどめておきたい。

１）体様
これまでの日本と台湾との歴史的経緯から，台湾の教科書の体裁は，伝統的に日本のス
タイルを参考にしていると言える。例えば，判の大きさ，厚さ，ページ数，重さなどの外
観上の形態，ハードカバーなどの体裁，色刷り，挿絵・図表の使い方などのデザイン等，
教科書の様式等はほとんど日本の教科書と同じである。教科書の価格は，教育部と出版社
との交渉で決まるが，できる限り安い価格で提供されるようになっている。
活字の大きさも日本と大きく変わらない。台湾の場合，全てが漢字で書かれているだけ
に，その分，字は少し大きくなっている。また，日本の教科書では，単位ページあたりの
写真の使用量が多い。印刷技術がすぐれているのかもしれないが，そのため，写真が小さ
くなっていたり，写真の重ね方や組み込み方も複雑になっていたりする。台湾の場合，写
真や図版の取り込みは，単純なものが多いが，非常にすっきりとしたものが多い。さらに
写真や図が精選されており，比較的大きく扱っているため，逆に生徒が理解しやすい構成
になっているとも考えられる。
また，小・中学校，高等学校とも教科書の本文の外側に補足欄が設けられており，ここ
に語句の説明や本文の内容に関連した発展的な話題の紹介などがなされている。このよう
な本文とその周辺からなる形態は，日本の教科書でも珍しくない。ただ，本文の外側にあ
る空白欄が日本より少し多めにとられ
ている。児童生徒は，この部分にメモ
等を書き込むことができる。
日本では，教科書とノートを用いて
行う授業が一般的であるが，台湾では
授業中にノートを用いることがほとん
どない。特に中学校において，教員が
黒板を利用するのは，日本と同じであ
るが，生徒はそれを教科書の空白欄に
写すことが多い。そのためか，日本の
教科書の場合，光沢紙が多いが，台湾
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の教科書は上質紙であっても光沢紙でなく，鉛筆等で書き込みがしやすくなっている。
さらに，教科書に付随する問題集や実験書などを必ず教科書と合わせて授業中に活用する
点に日本と大きな違いがある。これについては，後の教科書分析のところで詳しく触れる。

２）目次からみた教科書の構成
台湾の初等教育における教育課程の規準は，教育部（日本の文部科学省に相当する）が
決めることになっている。現行の課程は「課程綱要」と呼ばれ，2001 年から全国で実施さ
れている。ここでは，小学校と中学校とのカリキュラムが連続して設定され，
「国民中小学
九年一貫課程綱要」という名称で公表されている。
その中で，小学校を例に日本の小学校第 3 学年から第 6 学年までの教科「理科」に相当
する学習領域「自然と生活科技」における取扱い内容として掲げられている，課題，主題，
副題（次主題）を表１に示す。
なお，課題，主題については番号が付けられていないが，副題（次主題）については番
号が付せられているのが特色である。表１では，筆者が，便宜上，課題，主題に番号を付
け，副題（次主題）の番号を理解しやすいように記した。
学習領域「自然と生活科技」が日本の教科「理科」と異なるのは，この名称に記されて
いる通り，自然と人間との関わりや，科学に関する考え方や意識の在り方までが取り上げ
られていることである。また，台湾ではあえて，伝統的な用語としての「教科」を用いず，
「学習領域」という名称が使われているが，それは「統合課程（Integrated Curriculum）」
の理想を実現するために新しく作られたものである。
これらは 8 冊の教科書（第 3 学年から第 6 学年まで，それぞれ上・下の 2 冊から構成さ
れている）を用いて教示される。ただ，どの学年でそれらを取り扱うかは「課程綱要」に
は明確にされておらず，教科書会社によっても取り扱い順序や編集内容に差がある。
次に小学校第 3 学年から第 6 学年までの単元について見てみる。表２は，二つの大きな
出版社である南一書局と康軒文教事業の教科書に記された課程単元を示したものである。
ここでは，縦に単元，横に学年を記載している。なお，各学年は表中に示したように前期
と後期に分かれる。
特に小学校では教科書に即した教師用指導書に則って授業が行われる。日本と大きく異
なるのは，そこで評価の観点が細かく，そして明確に示されていることであろう。注目し
たいのは小学校第 3 学年から中学校第 3 学年まで，一貫して，教科書の内容に対応して，
「10
大基本能力」，
「８大科学の素養」や「６大重大議題」が教師用指導書には記載され，それぞ
れがどの指導項目と関連するかが記述されていることである。
「10 大基本能力」，
「８大科学
の素養」や「６大重大議題」は教育部の専門家チームで決められた。 「10 大基本能力」

は国家の競争力と生活水準を維持するために考案されたもので，先に述べた「国民中
小学九年一貫課程綱要」の最終目標である。
「10 大基本能力」とは，「学習者と自分自身」，「学習者と社会環境」，「学習者と自然環
境」によって構成された 10 の基本能力である。具体的には，「自己理解および潜在能力の
発揮」，「鑑賞，表現と創造」，「人生設計と生涯教育」，「表現，コミュニケーションと情報
の分かち合い」，「尊重，思いやりとチームワーク」，「文化学習と国際理解」，「計画，組織
と実践」，「科学技術と情報の運用」，「自主的探究と研究」，「独立的な思考と問題解決」で
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あり，これらは教師用の指導書で単元ごとに詳細に指示されている。

表１

小学校 3 年～6 年「自然と生活科技」での取扱い内容（南一書局，2008 による）
課題

1 自然界の組成と特性

主題
1 地球の環境

副題
110 地球の組成物質
111 地球と大気

2 地球上の生物

120 生命の共同性
121 生命の多様性

3 物質の組成と特性

130 物質の構造と利用
131 物質の形態と性質

2 自然界の作用

1 変化と平衡

210 地表と地殻の変動
211 天気の変化
212 昼夜と四季
213 動物体内の恒常性と調節
214 温度と熱量
215 運動と力
216 音，光と波動
217 エネルギーの形態と変換
218 化学反応

2 相互作用

221 環境の刺激に対する生物の反応と動物の行動
222 電磁作用
223 重力の作用
224 水と水溶液
225 酸化と還元
226 酸，塩基と塩

3 構造と機能

230 植物の構造と機能
231 動物の構造と機能

3 進化と連続
4 生活と環境

1 生命の連続

310 生殖・遺伝と進化

2 地球の歴史

320 地層と化石

1 生活と科学技術

410 食品
411 材料
412 機械の応用
413 電気とその応用
414 情報と情報の伝播

2 環境保護

420 自然災害と防災
421 環境汚染と防災

5 永続と発展

1 生態保全

510 生物と環境
511 人類と自然界の関係
512 資源の保全と利用
513 エネルギーの開発と利用

2 科学と人文

520 科学の発展
521 科学の美しさ
522 科学倫理

3 創造と文明

530 創意と製作
531 科学技術と文明
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また，「８大科学の素養」についての具体的な内容は以下の通りである。
１． 過程技能：科学を探究する過程に必要な知的な能力の促進を促すこと
２． 科学・技術の認知：科学の概念と技術を培うこと
３． 科学の本質：科学の本質への認識を促すこと
４． 科学・技術の発展：科学・技術の創造と産出及び展開の過程が分かること
５． 科学の態度：真実を追究し，科学の美と威力を感じ，探究活動への参加を喜ぶような
科学的精神と態度を培うこと
６． 思考知能：情報の整理，ものへの推論と批判，及び問題解決などの統合的な科学思惟
能力を促すこと
７． 科学の応用：科学の探究の方法と科学知識を活用し，問題を解決すること
８． 設計と製作：個人やグループの作業を利用し，科学・技術の産品を作ること
さらに日本の教科書と比べて興味深いのは，理科の教科書の中には「６大重大議題」と
して，
「情報教育」，
「環境教育」，
「性別教育」，
「人権教育」，
「家政教育」，
「生涯教育」の指
導観点が取り扱われていることである。評価項目として「情報教育」に挙げられている例
では，
「情報や科学技術が人間の生活に活用されていることを理解する」や「インターネッ
トでの基本的な操作ができる」などがある。また，「環境教育」には，「五感を通して，環
境の中で物事を探究する」，「五感を用いて，自然環境での動物，植物や景色と接し，美し
い自然を観賞し，これらから感受したことを表現して伝えることができる」，「接触を通じ
て，動物を愛し，動物に被害を与えることなく，そして動物が成長する環境を守る」，「好
奇心を持ち，自然の中にいるすべての動物の存在している意義や価値を考える」が具体的
な評価項目として記載されている。

３）特定分野に関する教科書の記述
①小・中学校の特定分野に関する教科書の分析
ア）原子力や原子核エネルギー
これについては，中学校第 3 学年の「エネルギー資源」の中で取り扱われている。この
中で「原子核エネルギー」は，石油・天然ガスなどと同様に非再生資源として取り扱われ
ており，これは日本と同じような捉え方をしている。しかし，
「核エネルギー」の記述はア
インシュタインの相対性理論（教科書ではアインシュタインの発表論文中と書かれている）
から導かれた質量とエネルギーとは同等であることの紹介からはじまって，核分裂のメカ
ニズムまで，1 ページにわたって詳しく取り上げられている。ウラン 235 に中性子が衝突
し，核分裂によって，莫大なエネルギーが発生することについては図を入れて説明してい
る。そして，これらのメカニズムを利用した原子力発電所が台湾には 3 基あり，現在 4 基
目が建設中であることまでも記載されている。このことによって，学習者が核エネルギー
の利用が現実的で，また身近なものであることを意識するようになっている。
さらに，昨今の環境問題の重視にともなって，エネルギー利用の問題も別のページで詳
しく取り上げている。原子力発電所の事故として，1979 年のアメリカ・スリーマイル島の
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表２（１）

南一書局（2008）による 3 年～6 年における課程単元

単元／学年

第 3 学年前期

第 4 学年前期

第 5 学年前期

第 6 学年前期

一

植物を知る

月の変化

太陽と四季

天気の変化

二

力の作用

水中の生物

植物の世界

酸素と二酸化炭素

三

空気

池に映った光の屈

眼鏡をかけるとな

防腐と錆を防ぐ

折

ぜ視力を矯正でき
るのか

四

日進月歩の交通道具

電気回路

山川大地

不思議な電磁の世界

単元／学年

第 3 学年後期

第 4 学年後期

第 5 学年後期

第 6 学年後期

一

自分は野菜を植え

美しい虹

私達は一緒に星を

巧妙な工具

る達人

見る

二

水の溶解作用

昆虫の世界

水溶液の性質

熱と私達の生活

三

気象観察

水の流動

動物の生活

故郷を永遠に守り
続ける

四

時間

表２（２）

雲，雨，霧

音の探究

康軒文教事業（2008）による 3 年～6 年における課程単元

単元／学年

第 3 学年前期

第 4 学年前期

第 5 学年前期

第 6 学年前期

一

植物とからだ

月の変化

太陽の観測

天気の変化

二

磁力

水中の生物

植物の世界を多方

大地の神秘

面からみる
三

空気と風

光の不思議

空気と燃焼

水溶液

四

台所の科学

交通機関とエネル

力と運動

電磁作用

ギー
単元／学年

第 3 学年後期

第 4 学年後期

第 5 学年後期

第 6 学年後期

一

皆で野菜を育てる

時間の測量

美しい星空

簡単な機械

二

水の溶解作用

水の移動

動物の世界を多方

物質の変化

面からみる
三

水の不思議

昆虫

熱の伝搬と保温

四

天気を知る

電気のおもちゃ

音と楽器
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原発事故や 1986 年旧ソビエトのチェルノブイリ原発事故で多くの放射能が漏れたことが
紹介され，私達も原子力エネルギー発電の安全の重要性にもっと注意しようという呼びか
けまでが本文中に見られる
さらに，昨今の環境問題の重視にともなって，エネルギー利用の問題も別のページで詳
しく取り上げている。原子力発電所の事故として，1979 年のアメリカ・スリーマイル島の
原発事故や 1986 年旧ソビエトのチェルノブイリ原発事故で多くの放射能が漏れたことが
紹介され，私達も原子力エネルギー発電の安全の重要性にもっと注意しようという呼びか
けまでが本文中に見られる。
小学校の教科書では，これらの取扱いは見当たらない。しかし，教師用の指導書では，
小学校第 4 学年の交通機関とそのエネルギーについて，航空母艦や潜水艦が原子力（核）
エネルギーで動くことも記されている。また，台湾においては，原子力（核）エネルギー
が全供給エネルギーの 8％に達することも記載されている。ただ，これに相応する教科書
の箇所では，石油，天然ガスの他，風力，ソーラーカーを太陽エネルギーの利用として用
いているが，原子力（核）エネルギーについては触れられていない。
イ）粒子概念（原子・分子）の導入
原子・分子については，中学校第 2 学年の「元素と化合物」の章で取り扱われている。
ここでは，まず「元素」が単元として取り上げられ，ついで「化合物」，「原子の世界」の
順で項目が並んでいる。この章の最後は「元素と周期表」になっている。
一般的に台湾の教科書では，科学史的な文脈も見られ，科学者を紹介することが多い。
日本では，この単元では高校教科書でもデモクリトスの原子論から始められるくらいであ
るが，それより少し前に生まれた同じギリシア哲学者レウキッポスまで紹介されている。
原子を構成する電子，陽子，中性子などもモデルを用いて図示されているのも日本と同様
である。
電子・陽子・中性子の重さの比較も取り扱われている。このことについては教科書中に
も例題として取り上げられている。さらには，トムソンの原子模型やラザフォードの原子
模型までも紹介されている。このような内容は日本の中学校の教科書で紹介されることは
ほとんどない。
また，それらの学習後，周期表を用いて，周期や族を説明したり，同族元素についての記
載が見られたりするが，これらの記述も日本の高校化学で取り扱われているレベルである。
ウ）DNA の導入
台湾では，DNA についての記述は既に現行の中学校第 1 学年レベルの教科書に記載され
ている。教科書には，
「遺伝」が章立てされており，その中の「生命の連続」という大きな
単元の中で「遺伝子と遺伝」の内容の中で取り扱われている。ここで，DNA については，
「染色体の中で遺伝を支配する物質を DNA とよぶ」と明確に示されて，
「 DNA 上に存在し，
ある種の性質や状態を支配しているものを遺伝子とよぶ」と記載されている。そして，
「相
同染色体とよばれる大きさや形の同じものが 2 つ存在すること」，「減数分裂によって精子
や卵などの配偶子ができ，これらの受精により受精卵ができる」などのことが教科書の半
分を使った図によって説明されている。
311

Ⅳ．理科の教科書

「遺伝子と遺伝」の学習の後，「遺伝の法則」に進む。ここでは，メンデルとメンデル
の遺伝の法則が詳しく取り上げられている。
「優性形質」や「劣性形質」の表記も見られる。
その後，教科書に沿って「人類の遺伝」や「生物技術の応用」に展開されていく。
「生物技
術の応用」ではクローン羊についても図を用いて，本文中にも詳しく説明されている。こ
れは，台湾の理科教育の大きな特色とも言える。
かつて日本の高等学校には「IA を付した科目」が設定されており，ここでは，自然科学
を日常生活や人間活動との関連性から取り扱われることも多かった。台湾の教科書での内
容の取り扱い方としては，これと類似している。
エ）惑星
惑星については，教科書で見ると中学校第 3 学年で学習されることになっている。項目
としては，太陽系を構成する要素として，彗星，小惑星，惑星を取り上げている。それぞ
れの天体について紹介するとともに，惑星には，水星・金星・地球・火星からなる地球型
惑星のグループと木星・土星・天王星・海王星からなる木星型惑星のグループに分けられ
ることが記載されている。それぞれの惑星について，地球を基準として太陽からの距離，
直径，質量等が記載されているのも日本の教科書での記載レベルとほとんど同じである。
惑星の表面や大きさの違いを図示していたり，惑星の軌道を示していたりするのも類似し
ており，日本・台湾の教科書とも 2006 年にそれまで惑星と考えられていた冥王星について，
欄外で紹介していることまで同じである。つまり，日本と台湾での惑星についての記述の
され方の違いは，国内の異なった出版社くらいしかない。
また，興味深いのは，台湾の教科書では，地球以外に生命が存在するかどうかについて，
火星や金星の状況を取り上げ，1 ページ以上にわたって述べているところである。台湾の
教科書では，科学者が取り上げられている場合が多いと先述したが，この単元では，膨張
宇宙論を考えたハッブルについての紹介が 2 ページにわたって記載されている。
②高等学校の教科書の分析
高等学校の教科書（地学）についても次の「教科書充実の工夫」でまとめて述べるよう
に，写真や図表，本文とのバランスから章ごとのまとめにいたるまで，構成的には中学校
とほとんど同じであり，取り扱っている内容やその分量とも日本の教科書での状況と大き
な差はない。日本の教科「理科」に相当する中学校までの学習領域「自然と生活科技」か
ら高等学校では，「物理」「化学」「生物」「地球科学」と日本とほぼ同じ科目名となる。こ
こでは，台湾で一般的に使用されている「龍騰文化」社の教科書「基礎地球科学（全）」，
「地球と環境（上）（下）」をもとに考察する。これらの教科書は前者が高校第 1 学年，後
者が高校第 2 学年レベルである。
まず，高等学校の教科書の編集方法においても，中学校までの「自然と生活科技」の流
れを有していることが挙げられる。つまり，自然環境と人間との関わりを重視した記載を
読み取ることができることと，それに関わる技術の発達も取り上げられていることである。
これは，日本においても以前の教育課程に存在した「地学 IA」の編集方針姿勢と類似して
いると言える。
台湾の地球科学の内容では環境問題や自然災害も大きく取り扱われており，これらは特
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に 科 学 技 術 を 社 会 的 文 脈 か ら と ら え る こ と を 教 育 活 動 に 取 り 入 れ た STS
（Science-Technology-Society）教育の観点に近いとも言える。一般に，日本の理科教育は
欧米の科学教育とは違い，科学史，科学技術施策，科学哲学など，科学に含まれる広い概
念まで取り扱われることは少ない。台湾のように，地質学史の基本として，ジェームズ・
ハットンくらいは取り上げる意味があると考える。
さらに，日本の教科書には見られない取り組みが 2 点見られた。まず，巻末に重要用語
がまとめて記載されていることである。確かに，日本の教科書においても巻末には教科書
に登場した重要な用語がまとめて掲載されていることが多い。しかし，台湾の教科書には，
その重要用語についての説明がまとめられ，さらには，それらの用語全てに対応する英単
語が並列されていることである。教科書会社や科目によって，索引的なものの取り上げ方
は，その用語の説明まで記載したもの，項目だけにとどまっているものとさまざまである
が，共通しているのは，用語に対し，該当する英語が記載されている。
次に教科書の最後のページに著者，出版社等が記載されているが，それらの上に本教科書
に対する意見等があれば，連絡してもらいたい旨の記載があり，電話番号とメールアドレス
が記述されていることを特徴として挙げたい。実際はどれくらい連絡している人がいるのか
はわからないが，問い合わせや照会は，教員だけでなく，生徒や保護者も可能であろう。

４）教科書充実の工夫
最初に述べたように，小学校から高等学校まで，日本の教科書に比べて，図や写真が大
きい。これによって，本文の内容が理解されやすくなっている。日本の場合，小さな写真
を入れたり，様々な図等と組み合わせた印刷を入れたりするのが可能なためか，1 ページ
あたりの写真や図による情報量が多くなっている。また，日本では，挿絵や漫画的な絵が
高校の教科書でも見られるが，台湾では，中学校以降，そのようなカットはあまり見られ
ない。つまり，日本の教科書では，図や写真等が補助的な内容，補足的な内容まで入れら
れているのに対し，台湾では図や写真は本文と同様な重みを持っていると言える。繰り返
して述べるが，確かに，先述したように印刷技術に関して，日本と台湾との間に大きな差が
あるのは，教科書の図版の構成からも理解できる。しかし，上で述べたような点から，必ず
しも日本の印刷技術の高さが学習者に対してプラスになっているとは思えない点も多い。
さらに，台湾の教科書の大きな特色として，実験書（教科書によっては実験活動冊子と
書かれたり，探究活動記録簿と書かれたりしている）が別冊になっており，これも教科書
の一部とみなされていることである。取扱っている章ごとに該当する一つの実験が詳しく
取り上げられている。教科書の章末に実験について軽く触れて，実験書で詳しく説明され
ている場合や，教科書には実験が一切記載されず，実験書にすべてが記載されている場合
など，教科書会社によって，記述の仕方は異なる。どのような形式であっても共通してい
るのは，教科書の執筆者がそのまま実験書の執筆者となっており，表紙には教科書と同様
に「教育部選定」の文字が入っている点である。これは，日本の教科書の表紙に「文部科
学省検定済教科書」と書かれているのと同様な意味を持っている。
実験書には，実験を行いながら，そのまま書き込めるようなグラフや表が入れられている。
また，実験の考察や練習問題（計算問題等も含む）なども直接書き込むようになっている。
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（２）現地調査の結果から
理科授業の展開として，小学校と中学校とでは，大きな違いが見られる。例えば，小学
校においては，実験や観察などが積極的に行われており，また，児童の発表等も授業中に
取り入れられる傾向にあった。台湾のカリキュラムの特色として，日本の総合的な学習の
時間と同様な「総合学習」に大きな時間が費やされている。これらの取り組みと理科教育
との連動がなされていると考えられる。逆に「総合学習」の時間に培われた問題発見・解
決型の学習や協力して調べたり，調査したりする姿勢，さらには発表時のプレゼンテーシ
ョン力の育成にも繋がっていると考えられる。
日本と大きく異なるのは，教員の持つ教科に対する専門性と言えるだろう。例えば，小
学校第 3 学年以降の理科の授業も理科を専門とする教員が担当することが多い。これは，
1994 年に制定された「師資培育法」（教員養成法）とも関わっている。つまり，それまで，
師範学院（日本での教育大学に相当する）等の修了者のみが小学校の教員免許が取得でき，
教員に就職できたが，その後は，多くの大学に「師資培育中心」（教員養成センター）設立
され，一般大学や教育学部以外の学部でも小学校教員免許を取得できるようになった。従っ
て，理学部や工学部の学生でも同じ大学内の師資培育中心では，小学校の教員免許を取得す
ることができ，小学校教員に採用後は理科を中心に授業を担当することが多くなっている。
図１～３は現地調査を行った国立嘉義大学教育学部附属小学校での授業を示したもの
である。この授業は小学校第 6 学年の児童を対象としており，理科担当教師が教科書に則
って酸素・二酸化炭素の発生についての実験を指導していた。

図１

図３

実験室で実験方法を説明する教諭

図２

教科書と照らし合わせての確認
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一般に中学校においては，物理・化学・生物・地学などを専門とする教員が担当する。
図４～６は，嘉義市立民生中学校第 1 学年の授業風景であり，この中学校は平均的な公立
中学校である。日本と同様に，高等学校への進学率が高い中学校では，受験に重きを置い
た授業が展開されている。
実験や観察の時は，実験室を使用するが，特に実験を伴わない場合は，普通教室で授業
を行う。授業では，教科書にアンダーラインを入れさせたり，書き込みをさせたりするな
ど，教員は細かく指示を与えていた。また，単元ごとに練習問題に取り組ませるなど，知
識の定着を重視した授業を行っていた。このあたりは，日本の高校受験を意識した中学校
と類似している，と言うより徹底されていると言っても過言ではない。そのため，
TIMSS2007 の結果に見られるように，小学校第 4 学年，中学校第 2 学年ともに，台湾の児
童・生徒の理科の得点は非常に高い。しかし，中学校第 2 学年において，
「理科離れ・嫌い」
が日本と同様に生じているのは，その授業の在り方が課題となっているのかもしれない。

図４

図６

中学校の理科授業風景

図５

教科書を見ながら教員の説明を聞く
生徒

単元終了後，練習プリントに取り組
む生徒

（藤岡達也）
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12．まとめ
（１）理科教科書の体様
各国の理科の教科書の体様についてまとめると以下のようになる。

１）日本
小学校の教科書はすべて B5 判で，1 社を除いて第 4～6 学年のものを上下巻の 2 分冊に
した 7 冊セットで発行している。表紙はどれもソフトカバーである。ページ数は，第 4～6
学年は約 130 ページで各社ほぼ同じである。価格は全社ともに文部科学省が定めた最高価
格となっている。
中学校の教科書は，第１分野，第２分野に分け，それぞれ上下巻からなり 4 分冊になっ
ている。サイズは 1 社を除いて B5 判である。表紙はすべてソフトカバーで，各巻は約 150
ページである。各社の上下巻の価格を合算すると 992 円となり，1 セットあたり価格は全
社同じである。
高等学校の教科書には分冊はないが，進路希望や学力の多様な生徒に対応するための配
慮で同じ科目の教科書を複数種類発行している教科書発行社もある。表紙はすべてソフト
カバーであるが，ページ数，価格は多様である。

２）アメリカ
教科書は主たる教材ではなく多様なものが使われている。
小学校段階の一般的な教科書はハードカバーで分厚い。例えば第 1 学年用が 280 ページ，
第 6 学年用が 600 ページのものがある。このような分厚い教科書を使用せず身近なテーマ
ごとに分けられた学習プログラムを使用しているところもある。
中学校，高等学校段階の教科書はハードカバーで本文が 600 ページから 1400 ページに
もなる厚いものが使われているが，その内容をすべて学習する必要はない。

３）カナダ
小学校段階の教科書は各学年 5 分冊である。第 1，2 学年用の各冊子は 16 ページ程であ
るが第 3 学年からは約 50 ページである。大きさは US レターサイズで価格は約 3,400 円で
ある。
中学校段階の教科書は各学年 1 冊である。大きさは US レターサイズで 565～666 ページ
である。価格は約 6,700～7,500 円である。
高等学校段階の教科書は，第 10 学年用が 676 ページで約 7,400 円，11 学年用が 811 ペー
ジで約 9,000 円，12 学年用が 805 ページで約 8,700 円である。

４）イギリス
教科書は自由発行，自由採択が基本である。
学年ごとの分冊や単元ごとの分冊などの他にプロジェクトに基づくものもある。KS1，
KS2 の単元別教科書は 16～24 ページであり，KS2 の学年別教科書は 79～96 ページである。
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KS3 の学年別教科書は 150～230 ページである。KS4 の総合科学の教科書は約 250 ページ
であり，分科科学の教科書はそれぞれ約 270 ページである。

５）フランス
教科書は自由発行である。
小学校の教科書は学年ごとのものだけでなく 2 学年を合わせたものもある。
コレージュの教科書は「生命・地球科学」と「物理・化学」に分けて学年ごとに作られ，
1 冊は約 230 ページでその価格は約 2,300 円である。
リセの第 1 学年では「物理・化学」が約 360 ページ，「生命・地球科学」が約 270 ペー
ジである。

６）ドイツ
初等段階における理科は，「事実教授」の 1 つの領域として扱われている。「事実教授」
の教科書は，学年ごとにソフトカバーの冊子で平均 77 ページ，平均価格は約 1,900 円であ
る。
中等段階での理科は，物理学，化学，生物学に分かれる。物理学の場合，第 5～9 学年
の中等段階Ⅰと第 10～12 学年の中等段階Ⅱ用の分冊で，各 464 ページほどで 1 冊は約 4,700
円である。

７）フィンランド
教科書の検定制度はない。
第 1 学年から 4 学年は「環境と自然の学習」で，第 5 学年から「物理と化学」，「生物と
地理」を学ぶ。「環境と自然の学習」の第 1 学年用の教科書はハードカバーで 143 ページ，
第 2 学年用は 176 ページである。どちらの価格も約 2,000 円である。
中学校理科は，物理，化学，生物，地理，保健の 5 科目から学ぶ。生物は 5 分冊からな
り，それぞれは 150～180 ページで各分冊ともに約 1,800 円である。物理と化学はどちらも
約 300 ページで約 3,700 円である。
高等学校では，物理，化学，生物，地学の 4 科目から学ぶ。生物は 6 分冊，物理は 9 分
冊，化学は 6 分冊，地学は 3 分冊からなっている。

８）韓国
小学校は国定教科書を，中学校，高等学校は検定教科書を使っている。小・中学校では
無償で提供されている。
小学校第 1，2 学年は「賢い生活」に理科の内容が含まれている。第 3 学年から始まる
理科の教科書は各学年ともに 1 学期用と 2 学期用の 2 分冊からなり，実験観察書も 1 学期
用と 2 学期用の 2 分冊からなり，ともに無償である。教科書の大きさは B5 判でページ数
は，例えば第 6 学年の 1 学期用は 66 ページ，2 学期用は 64 ページである。
中学校は 1 学年 1 冊で 300 ページ程度であるが学年が上がるにつれページ数が増えてい
る。
高等学校は第 1 学年の「科学」（必修）は 416 ページ，第 2 学年以後に履修する「化学
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Ⅰ」は 248 ページ，「化学Ⅱ」は 344 ページである。

９）中国
中国では検定教科書が使われている。上海市では教科書は無償で提供されている。
上海市で使われている小学校の「自然」の教科書は B5 判で各学年ともに 1 学期用と 2
学期用の 2 分冊からなり，それぞれが約 150 ページである。中学校の「科学」「物理」「化
学」「生命科学」の教科書は A4 判で 2 分冊である。ページ数は 49 ページから 200 ページ
までいろいろあるが，第 7 学年用の「科学」の 1 学期用は 163 ページ，2 学期用は 159 ペ
ージである。
高等学校の「物理」は 10，11 学年対象で各 2 分冊であり，それぞれ 75～101 ページであ
る。

10）台湾
台湾では検定教科書が使われている。教科書の大きさは B5 判で，ページ数やデザイン
などの教科書の様式は日本とほぼ同様である。別冊の実験書は教科書の一部と見なされて
いる。

（２）目次からみた教科書の構成
各国の理科教科書について目次からみた教科書の構成についてまとめると次の通りで
ある。

１）日本
小学校の教科書は，目次のページで 1 年間を通して学ぶ内容が一目で分かるように工夫さ
れている。また，教科書で使われているマークの説明など教科書を使用するときに必要な情
報も含まれている。中学校の教科書は，目次の項目と教科書で使われているマークの説明，
および基本的な器具・装置の使い方の項目，発展的な学習の内容項目が記述されている。
内容構成は，学習指導要領の趣旨に沿って作られている。

２）アメリカ
いわゆる分厚い教科書は，各州などの教育スタンダードに対応するために多くの内容を
取り込んで作られている。

３）カナダ
小・中学校の教科書ともにあるトピックについて広く深く学習できる内容になっている。

４）イギリス
KS3 の教科書では，各テーマがナショナル・カリキュラムの「範囲と内容」に対応付け
られ 4 つの領域に従い，各テーマはいくつかの単元から構成されている。また，ナショナ
ル・カリキュラムの学習プログラムの区分にこだわらず単元が構成されているものもある。
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５）フランス
小学校の教科書では「水はいつも液体なのか？」などの疑問形で示されている。
コレージュの教科書では，「科学史」や「化学と社会」の項目が示されている。また，
練習問題やコレージュ修了後の進路，科学に関わる職業についてのページが多く割り当て
られている。

６）ドイツ
第 1～4 学年の「事実教授」では身近な自然科学や技術の内容が取り上げられている。
中等段階では，教科書の最初に「生物学とは何か」，「物理学とは何か」，科学的な認識
を獲得する方法（科学の方法）についての記述が独立している。

７）フィンランド
中学校「化学」を例に取ると，体験を通した学び，日常生活に関わる内容が重視されて
いる。また，環境保全などの内容も重視されている。

８）韓国
小学校の教科書は大項目のみを示しているが，中学校の教科書は大項目，中項目，小項
目の順に示され，小項目は「物質をどうすれば区別できるのか」などのような問の形式と
なっている。

９）中国
小学校や中学校の低学年の理科の内容では生命科学の内容が他の領域よりも大きな割
合を占めている。

10）台湾
第 3～6 学年の「自然と生活科技」では自然と人間との関わりや科学に対する考え方な
どが取り上げられている。

（３）特定分野に関する教科書の記述
国
名

ア）原子力や原子核
エネルギー

イ）粒子概念（原子・
分子）の導入

日
本

小学校理科の教科
書では原子力や原子
核エネルギーについ
ては扱っていない。中
学校理科教科書では
第１分野の下巻の最
後の章でエネルギー
資源について扱い，水
力発電，火力発電とと
もに原子力発電のし

中学校理科教科書
では，第１分野の下巻
の「化学変化と原子・
分子」で原子・分子に
ついて初めて扱って
いる。
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ウ）DNA の導入

エ）惑星

現行の小学校及び中
学校学習指導要領理科
では遺伝に関する内容
及び DNA についての扱
いはないため，教科書の
本文としては扱われて
いないが発展教材とし
て記述されている。改訂
された中学校学習指導
要領では第３学年で

中学校理科第２分
野下巻の第 3 学年の
内容であり，惑星と恒
星の違い，太陽系の 8
個の惑星を扱ってい
る。
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くみについて図を使
って説明している。
中学校段階の第 8
学年では，SEPUP に
おいて“Energy”の単
元でエネルギー資源
問題を取り上げ，原子
力を含めたすべての
電気エネルギー生成
方法について扱って
いる。

小学校第 5 学年の「エ
ネルギーの管理」という
単元で原子力発電所の
しくみと原子核エネル
ギー利用に伴う危険性
について扱っている。
KS3 で原子力の利点
と問題点・危険性につい
て扱っている。KS4 では
放射性物質の単元で原
子力，核エネルギーにつ
いて扱っている。
小学校第 4・5 学年
用教科書でエネルギ
ーを得る手段の一つ
としての原子力発電
所の存在について扱
っている。コレージュ
第 4 学年「物理・化学」
では原子力発電のし
くみが扱われている。
第 4 学年の「事実教授」
で発電との関係で原子力
発電や核分裂について扱
っている。その後，中等教
育段階で放射能，核物理学
について扱っている。
小学校の教科書で
は扱っていない。中学
校の「物質とエネルギ
ー：物理」の「電気」
で原子力発電所のし
くみや核分裂につい
て扱っている。

全米科学スタンダ
ードでは，第 5 学年か
ら 8 学年において，粒
子概念を導入するこ
とを奨めている。中学
用の SEPUP では，物
質の化学のところで
分子・原子を扱ってい
る。

第 9 学年の教科書
の単元「原子と元素」
で原子構造，周期表，
イオン化合物などに
ついて扱っている。
KS3 の第 8 学年で原
子・分子の概念が本格的
に導入される。KS4 では
原子・分子の粒子モデル
が様々な場面で頻繁に
扱われている。
コレージュ第 3 学年
の「物理・化学」で分子
モデルが導入される。第
4 学年では原子の構造に
ついて扱っているが，粒
子概念については身の
回りの物質の性質やそ
の変化を理解するため
に導入されている。
中等段階Ⅰで粒子
概念を扱っており，物
質量（モル）概念も扱
っている。

小学校第 5 学年で
原子・分子について扱
っている。中学校では
原子構造モデルや化
学反応式，さらにはグ
ルコースなどの構造
までも扱っている。
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DNA について指導する
ことになった。
小学校から「遺伝」
や「進化」という文言
が繰り返し導入され
ている。中学校用
SEPUP の第 7 学年理
科の教科書では「遺伝
子と私たち」という単
元で DNA が扱われて
いる。

第 9 学年の単元「繁
殖力」でバイオテクノ
ロジー，DNA の重要
性などの章があり，そ
こで DNA が扱われて
いる。
KS3 で DNA の分子
モデルが扱われてい
る。

惑星は全米科学教育スタンダ
ードでは，第 5 学年から第 8 学
年で学習することになってい
る。小学校第 5，6 学年用の
INSIGHTS では地球と月と太陽
のみで惑星の記載は見られな
い。中学校第 8 学年用の SEPUP
では「太陽系」の学習の中に惑
星という学習内容が扱われてい
る。アイオワ市では第 9 学年で
学習している。
第 6 学年の単元「宇
宙」の太陽系の中で惑
星について扱ってい
る。

KS3 の単元「宇宙」
で惑星について扱っ
ている。

コレージュ第 4 学
年で遺伝情報と染色
体，DNA の存在，遺
伝情報の伝達につい
て扱っている。

小学校「実験科学と
テクノロジー」の第
4・5 学年の「星と地
球」で補足資料として
惑星について扱って
いる。

中等段階Ⅰ（第 8・
9 学年）で DNA の構
造，DNA の複製，コ
ドン，トリプレッドな
どまで扱っている。

小学校，中等段階Ⅰ
では扱われていない。
中等段階Ⅱの「物理」
の重力の内容として
扱われている。

小学校では遺伝子
の存在については扱
っているが DNA は第
7 学年から導入され
る。

小学校第 1 学年の星
と星座の中で太陽系が
惑星，衛星，小惑星，彗
星で構成していること
を扱っている。第 5 学年
では惑星のタイプにつ
いて扱っている。中学校
では「物質とエネルギ
ー：物理」の天文学の内
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韓
国

中
国

台
湾

小・中学校の教科書
では扱っていない。高
等学校の物理Ⅱで扱
っている。

中学校第 3 学年で
原子・分子について扱
っている。

小・中学校では DNA
を扱っていない。高等学
校の「生物Ⅱ」で DNA
の化学構造などについ
て扱っている。
第 7 学年で原子核
第 7 学年の「科学」
小学校第 5 学年で遺
エネルギーや原子力 で原子構造モデルま 伝子，DNA について簡
発電所について簡単 で扱っている。第 8 学 単に扱っている。ここで
に扱っている。第 9 学 年「物理」では分子運 は DNA の二重らせん構
年の物理で核エネル 動論，第 9 学年「化学」 造について図示されて
ギーやその平和利用 では物質量（モル）概 いる。中学校の「生命科
について扱っている。 念を扱っている。
学」では DNA の化学構
造，遺伝子組換えの技術
まで扱っている。
小学校では扱ってい
中学校第 2 学年の「元
中学校第 1 学年で
ないが，中学校第 3 学年 素と化合物」で扱われて 遺伝を支配する物質
の「エネルギー資源」の いる。ラザフォードの原 である DNA としての
中で核分裂のメカニズ 子模型や周期表につい
扱いが行われている。
ムまでも扱っている。
ても扱っている。

容で惑星について扱っ
ている。
中学校第 2 学年で
各惑星の特徴を扱っ
ている。

小学校第 5 学年で
惑星についての導入
が行われている。第 7
学年では 8 つの惑星
について扱っている。

中学校第 3 学年で
太陽系を構成する惑
星，小惑星，彗星につ
いて扱っている。

（４）教科書充実の工夫
１）日本
小学校の教科書では各単元の導入は問題意識を持って観察，実験を行うように構成され
ている。また，図や写真などを多用するだけでなく児童の興味・関心を引き出したり，理
解を助けるための簡単な教材が付録としてついているものがある。小・中学校の教科書と
もに章末に「まとめ」「確かめ」「章末問題」などがあり，児童生徒が学習した内容の確認
ができるようになっている。

２）アメリカ
児童生徒の日常的な体験や経験を大切にしながら，実験や観察をできるだけ導入しよう
という考えが根底にあり，教科書の内容と対応する実験観察キットを使用する文脈が示さ
れている。中学校・高等学校と学年が上がるにしたがいデジタル教材やビデオ教材とのリ
ンクが示され，さらに学習したい児童生徒のための学習材の工夫もなされている。教師用
指導書が充実していて教師にとって指導や評価がしやすくなっている。

３）カナダ
「共通フレームワーク」で期待されている「基礎力」の観点である「科学とテクノロジ
ー，社会，環境」および「スキル」についての記述が重視されている。中学校の教科書の
巻末に基本的なスキルを確認できる約 30 ページの資料が載っている。また，本文中に数学
など他教科と関連する事項が掲載されている。
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４）イギリス
日常生活の文脈から出発し，その背後にある科学の原理を学習し，日常生活への科学の
応用へと導く学習の展開になっている場合が多い。KS3 や KS4，A レベルでは，科学技術
が関わる社会的諸問題を積極的に取り上げている。また，単元末には，単元のまとめと練
習問題が掲載されている。KS3 や KS4 の教科書では，巻末に用語解説と索引が掲載されて
いる。
児童・生徒用教科書以外に，教師用書，CD-ROM 版はほとんどの教科書に附随して作成
されている。この他に，Assessment Pack など多種多様な副教材も作成されている。さらに
online での学習支援ポータルサイトが開設されている場合があり，学校によっては生徒に
これを利用する機会を提供している。

５）フランス
日常生活にみられる事物・現象を提示し，学習内容に対する興味・関心をもたせるとと
もに，学習内容が日常生活とどのように関わっているかを理解できるようにしている。コ
レージュの教科書では，学習内容を確認する問題，理解を深める問題，身につけた知識を
利用する問題にわけて提示されており，知識の定着と活用が図られている。
学習者に応じ学習を発展させるツールとして，CD-ROM の利用やインターネットのサイ
トの閲覧について示されている。

６）ドイツ
中等段階Ⅰの教科書では「プロジェクト」が導入されているものがあり，幅広い課題を
生徒が追究する学習形態が取り入れられている。プロジェクトのテーマとしては，習得し
た基礎知識を活用したり，発展させたりする内容となっている。

７）フィンランド
体験を通した知識の獲得の必要性が記載されている。教科書の図は正確であり，発達の
早い段階から詳細な情報をきちんと伝え，知的好奇心を掻き立てる編集がなされている。
８）韓国
学習内容と関連した内容をより深く調べられる博物館や参考サイトが提示され，インタ
ーネットなどを通して自学自習できる。中学校の教科書では，各中項目の終わりに発展学
習や補充学習の課題が載っている。また，実生活と関連ある内容を多く取り入れている。
９）中国
中学校「生命科学」の教科書では各節に授業中に学習する主な内容である「学習と探究」，
生徒に関係知識を理解させるための「あなたは知っていますか」，「視野を広げる」のモジ
ュールが設けられている。中学校の教科書では発展学習の内容が多く取り入れられている。
10）台湾
実験書（教科書によっては実験活動冊子と書かれたり，探究活動記録簿と書かれたりし
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ている）が別冊になっており，これも教科書の一部とみなされている。その表紙には教科
書と同様に「教育部選定」の文字が入っている。
実験書は，実験を行いながら，そのまま書き込めるようなグラフや表が入っている。ま
た，実験の考察や練習問題（計算問題等も含む）なども直接書き込むようになっている。

（５）現地調査を踏まえた提言
教科書分析とともに現地調査を踏まえ，日本の教科書の充実に向けた各委員の提言を以
下に列記する。
１）アメリカは，我が国の学習指導要領のような法的拘束力を持ったものはないが，全米
科学評議会（NRC）が作成した全米科学スタンダードの影響を受けて，かなりの州で科学
教育スタンダードを作成している。教師は，その科学教育スタンダードの内容を教えるた
めの教材として教室に備えられている教科書を適宜使用したり，子どもたちの科学的な探
究学習を重視した「学習プログラム」などを使用している。学習プログラムは，児童生徒
用図書，実験キット，教師用指導書，準備用ビデオなどがセットになっていて教師にとっ
て指導しやすくなっている。このような学習プログラムには社会科の分野や言語活動と融
合したものも含まれている。わが国においても身近なテーマなどでの理科学習を基本にし
た学習プログラムを充実させ，総合的な学習の時間などでの展開が考えられる。
教科書は，各州の科学教育スタンダードに対応するなどのために多くの内容を取り入れ
分厚くなっている。近年分冊化も進んでいる。また，デジタル・コンテンツが充実しつつ
あるとともに，教科書がデジタル化され家庭での学習はウェブ上でできるようになってい
る。教科書のデジタル化や教科書の内容の発展的学習を促すウェブサイトの拡充などによ
り，自分で学べる環境を整備することが必要である。
大学入学のために生徒が受ける SAT や ACT は，より高度な思考力や総合的な判断力を
問う問題が増えており，高等学校においても探究学習に取り組んでいる。科学的な見方・
考え方を育成するための指導を一層重視する教科書の作成とそれを指導する教員研修の充
実が必要である。
２）日本の理科教科書は，カナダと比較すると，記述範囲が狭く深まりや広がりが小さい
教材となっている。教師が教えるための素材であって，子どもが学習するための素材とし
ては十分でなく，理科好きな子どもを育める教科書とは言い難い。近年，
「発展」を取り入
れるなど，個に応じた指導に向けた改善がなされてはいるが，カナダと比べると総ページ
数に大きな差があることは重要な問題である。その結果，生徒が教科書で自ら学習したり
興味や関心のある内容を自主的に学べるような内容を教科書に盛り込むことが困難となっ
ている。したがって，量的にページ数を増加させ，学習事項と実生活や実社会との関連を
丁寧に紹介したり，もっと発展的な内容を盛り込んだり，また，生徒が自ら楽しく読んで
学べる内容をもっと充実させることが必要である。
（小倉

康）

３）イギリスのナショナル・カリキュラムとわが国の学習指導要領の性格の違い，教科書
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検定制度の有無，などの違いがあることは事実として踏まえ，以下のことを示唆すること
が可能であろう。
まず，新しい学習指導要領（理科編）における「科学を学ぶ意義や有用性を実感させ，
科学への関心を高めること」に関連して，日常生活の文脈における科学の視点をより重視
すること，科学が社会とどのように関係しているかを例示すること，などが考えられる。
また，児童・生徒が，この単元で何（科学的知識や考え方，技能など）を学ぶのか，なぜ
この内容を学ぶのか，などについて，単元の扉において，より具体的に示すことが考えら
れる。
次に，新しい学習指導要領（理科編）における「科学的な思考力，表現力の育成を図る
こと」に関連して，いくつかの実験は，グループによる学習者自身の探究活動を重視して，
実験の目的や方法，準備物，考察の視点などの記載を最小限にとどめ，学習者たちの話し
合いに基づき活動を計画することも考えられる。また，学習した科学的概念を用いて，状
況に応じた文章を作成し，発表する機会を設けることも考えられる。
最後に，教科書に付随した教師用 CD-ROM の作成や学習者の自学自習に活用できる（教
科書会社による）ウェウブサイトの構築も考えられる。
（磯﨑哲夫）
４）フランスの理科教科書の以下の特徴は，日本の理科教科書の充実に向けて参考となる
と考えられる。
・教科書に，学習指導要領や学習の目標，教科書の構成の説明を記載することで，理科
学習について，教員，児童・生徒，保護者などの共通理解を図ることができる。
・教科書の学習内容は，児童・生徒が日常生活の中でもつと予測される疑問に着 目し，
その疑問の解決を図るための構成となっている。
・日常生活においてみられる事象を数多く提示することで，児童・生徒に，学習内容に
対する興味・関心をもたせるとともに，学習内容と日常生活との関わりを理解させる
ことができる。
・科学史の導入や，他教科・科目との関わりの提示により，学習内容の理解を深めると
ともに，理科での学びがそれ自体で独立したものとならないよう配慮されている。
・コレージュやリセの教科書では，練習問題が充実しており，知識の定着と知識を活用
する力の育成が図られている。また，生徒の家庭での学習にも対応している。
・コレージュの教科書には，生徒が自分の進路や職業について考えたりイメージしたり
する上で参考となる，具体的な資料が提供されている。
（三好美織）
５）フィンランドの理科教科書の特徴は，初等理科教育で展開される「自然と環境の学習」
に集約される。身近な自然や環境を体験を通して学び，子どもたちが最も関心のある人体
を初年時から扱う。また形態学などの基礎基本が重視され，時には日本では中学校や高等
学校で扱う内容も含まれる。それらを通して知的好奇心を刺激し，科学の入り口に誘うと
いった巧みなストーリーができている。内容は学年進行とともに高度になり，小学校第 5
学年以降物理・化学・生物・地学に細分化されていく。そこには，どのような資質を伸ば
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すかという理念が存在する。教師たちはこれらを軸に，自らの考えと指導力に合わせた授
業を展開している。
授業時間は限られている。いかに初等教育から中等教育まで合理的に学習内容を配列す
るか，発達段階にとらわれず，知的好奇心を喚起するような高度な内容を盛り込むか，ま
た保健など日本では他教科の内容となっているものを理科に取り込むかが，これからの理
科教科書の鍵となる。また，日本の理科教育が積み上げてきた教材や学習指導は，世界屈
指のレベルであるといって過言ではない。古典的な内容に留まらず，これらを積極的に取
り入れることも，教科書充実の上で大切な視点であろう。
（鈴木

誠）

６）韓国の教科書と日本の教科書はそれほど差があるとは言えないが，今回の調査の結果
から日本の理科教科書の充実のために参考にできることは以下の点である。
・一部であるが，項目の提示が概念の提示ではなく問いの形をとっていることで ある。
問いの形式では児童生徒たちを積極的に授業に参加させる目的を持っており，思考力
を高めることが期待できる。
・児 童 生 徒 が 自 学 自 習 の た め に よ り 多 く の 参 考 資 料 や 参 考 サ イ ト を 取 り 入 れ る こ と で
ある。また，児童の能力に応じて，発展および補充学習の多様な内容を取り入れるこ
とである。これらは児童生徒だけでなく，指導する教員たちにも役に立つ。
・教 科 書 の 充 実 と 各 学 校 で の 指 導 は 密 接 に 関 係 し て い る の で 教 室 や 理 科 室 の 環 境 整 備
などハード的な対策も重視する必要がある。
（孔

泳泰）

７）小学校や中学校の理科教科書は，授業中に使うことを主な目的として作るだけでなく，
児童生徒が課外での自学自習のために使用できるように，児童生徒にとって興味深い資料
を提供したり，習った知識を確認するためのドリル問題も加えることが考えられる。
科学的用語についてであるが，例えば DNA は児童にはその概念について理解するのは
難しいかも知れないが，日常の生活の中でテレビの番組等でよく出てくる用語なので，教
科書では資料として触れることを考える必要があろう。
（金

京澤）

（鳩貝太郎）
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