
諸外国の理科教科書に見られる実社会・実生活との関連 

－後期義務教育の物理・生物分野の索引語の分析から－ 

                     石渡  正志（甲南女子大学） 

 筆者らは，2005 年度よりＪＳＴ（科学

技術振興機構）の公募型研究（３年間）

の一部として理科教科書の国際比較を行

った。1) 

 研究の目的は，諸外国の後期義務教育

期間の理科教科書（主に中学校）の目次

および索引を翻訳することによって，各

国がどのような知識を生徒に与えようと

しているかを明らかにし，また，その比

較から各国の共通点や相違点を見出すこ

とであった。 

 分析の視点は様々あるだろうが、筆者

は特に教科書の内容と実社会・実生活と

の関連に焦点を当てた。その理由は、理

科教育における科学リテラシーの育成が

今後の世界市民にとって重要な課題であ

るという考えからである。科学的知識を

実社会・実生活の中で活かすことは科学

リテラシーの重要な一部分である。各国

は教育内容と実社会・実生活をどのよう

につなげようとしているのかを明らかに

することは、日本の理科教育の今後を考

える上で参考となるだろう。 

 折しも文部科学省は PISA テスト等の

結果を受けて学習指導要領を改訂し，理

科では「実社会・実生活との関連を重視

する内容を充実」させることとした。そ

の内容がかつての経験主義や生活単元の

失敗の繰り返しにならないように、理科

教育関係者は注意深く対応していかなけ

ればならない。 

 小倉(2008)は，諸外国，特にイギリス

の教科書を中心に分析し，衣食住，産業

などの他教科に関連する事象について科

学的に解説している内容が豊富にあるこ

とを紹介している。2) 

 そこで，イギリス以外の国も含め，諸

外国の教科書に実社会・実生活に関わる

どのような内容が含まれているかを索引

語から探った。 

１．各国の概要 

 分析に利用した教科書は，アメリカ，

イギリス，フランス，フィンランド，韓

国，オーストラリア各国においてメジャ

ーな後期義務教育の理科教科書（各１種）

である。ただし、今回は物理、生物分野

の内容のみを対象とした。各国の教科書

と、それに掲載されている実社会・実生

活と関連する索引語の特徴は以下の通り

である。 

【アメリカ】 

 Houghton mifflin 社の中学理科教科書

『Middle School Science - Student Books』

（全 15 冊）。エレクトロニクス、エネル

ギー利用、遺伝子工学，保健，人口と環

境問題に関する用語が多い。 

【イギリス】 

 OXFORD UNIBERSITY PRESS 社の中

学理科教科書『Framework SCIENCE ７』

『〃８』『〃９』（全３冊）および高等



学校１年用『TWENTY FIRST CENTURY 

SCIENCE GCSE Science Higher』（全１

冊）。ソフトエネルギー利用，放射能，

遺伝子工学，保健，農業に関する用語が

多い。 

【フランス】 

 Nathan 社 の 中 学 理 科 教 科 書

「PhysiqueCimie（物理化学編）」，「SVT

（生物・地学編）」（全 7 冊）。保健に

関する用語が多い。 

【フィンランド】 

 WSOY 社の中学理科教科書は物理

『Aine ja energia FYSIIKAN 

TIETOKIRJA』，化学『Aine ja energia 

KEMIAN TIETOKIRJA』，生物・環境関

連（『Elämä ja evoluutio』『Metsät』

『Vedet』『Ihminen』）（全６冊）。電

気と電気器具，原子力，保健，自然の利

用に関する用語が多い。 

【韓国】 

 金星出版社の中学理科教科書『中学校 

科学（第５版）１』『〃２』『〃３』（全

３冊）。日本と同じような基本的な用語

のみである。 

【オーストラリア】 

 ハイネマン社の中学理科教科書

『Heinemann Science Links１VELS 

Edition』『〃２』『〃３』『〃４』（全

４冊）。電気器具，音と光の利用，遺伝

子工学，保健，生態系維持に関する用語

が多い。 

２．日本との比較 

  諸外国の教科書，特に欧米とオースト

ラリアのものは記述量が日本の教科書よ

りはるかに多く，同時に実社会・実生活

に関連した用語が多く含まれる。 

 例えば，物理分野「波」の領域に関連

する用語は，日本ではごくわずかしかな

いが，オーストラリアの教科書では，以

下のような用語を含め，多様な生活・技

術関連の用語が取り上げられている。 

 「オーロラ，音響，音波，地上波，GPS，

人工衛星レーダー，赤外線望遠鏡，超音

波，電波，テレビ，電話，ドップラー効

果，ラジオ波，レーザー」 

 生物分野「生命の連続性」領域では，

アメリカ，イギリス，オーストラリアに

おいて遺伝子組換え（または遺伝子工

学），クローンに関する様々な用語が取

り上げられている。 

 科学者についても，他国では多くの名

前があげられている。 

 また，多くの国で，保健・医療，およ

び環境に関する用語が数多く取り上げら

れている。日本ではこれらの内容は保健

体育科，社会科，技術・家庭科などに分

けられており，理科ではほとんど扱われ

ていない。  

＜諸外国の物理分野の特徴＞ 

 「電気と磁界」および「波」の領域にお

いては，「エレクトロニクスや情報通信

（ＰＣ，デジタル等），発電と家庭の電

力・電気機器」についての用語が多く含

まれていた。また，「波」の領域では，

人体に関する用語（目，耳など）がある。 

 「運動とエネルギー」の領域では，「エ



ネルギー生産とその利用，「物質と原子」

の領域では，「原子力，放射線」につい

ての用語が多く含まれていた。 

＜諸外国の生物分野の特徴＞ 

 「生物体の構造」・「生命現象と物質」

・「生命の連続性」・「環境と生物の反

応」領域 では，「病気とその治療・予防），

遺伝子工学，食事と健康。人の成長，性，

出産」などの保健に関わる用語が多く含

まれていた。 

 「生物の集団」・「生物の分類と進化」 

の領域 では，「環境一般，農漁業，生物

資源，生態系の破壊と回復，アメリカで

は特に人口についての用語が多く含まれ

ていた。 

３．まとめと課題 

 諸外国，特にアメリカ，イギリス，オ

ーストラリアでは実社会・実生活との関

連を多く教科書に取り入れている。それ

は各国のナショナルカリキュラムの方針

を反映していると考えられる。しかし，

用語にはある程度各国共通の傾向があ

り，これらは現代社会生活に必要な内容

と考えて良いのではないだろうか。 

 そのような視点から考えると，生活に

関連するからと言って，雑多な内容を入

れるのではなく，科学技術社会に生きる

ための科学的リテラシーからの検討も必

要であろう。ただし，日本の場合は実社

会・実生活関連の内容が保健体育科，社

会科，技術・家庭科 などで分かれて扱わ

れており，それらとの関係も考えなけれ

ばならない。 

 また，実社会・実生活との関連を重視

した授業実践は日本でも以前より相当数

行われている。それらを有効に生かし，

発展させることも考えていく必要があ

る。3) 

 また，内容（教材）の選択も重要であ

るが，それをどう生かすかの研究も今後

必要である。例えば次の授業過程（「導

入」「探究課題」「発展・活用」「評価」）

のどの段階でそれを入れればより効果が

あるのか，などについて今後の研究が待

たれる。 
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外国の理科教科書の比較研究」  
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書を充実させる方向性」教育再生懇談会

（委員懇談会：平成 20 年 7 月 28 日)）配
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（誌面の都合でアメリカ，イギリス，オーストラリアのみ掲載）

生物分野＜「生物体の構造」・「生命現象と物質」・「生命の連続性」・「環境と生物の反応」領域＞

DNA鑑定 西ナイル熱 2型糖尿病 疾病 肺癌 ５つの食品群 心拍数モニター

DNAサンプルの採取 妊娠 AIDS（エイズ） 自閉症 肺気腫 アルツハイマー病 性交渉

アルコール濫用 肺の病気、大気汚染 MMR （３種混合ワクチン） 脂肪質の蓄積 白内障 医学 成熟した幹細胞

遺伝学的証拠 発癌物質 アドレナリン　 習慣性薬物 発癌物質 異種間で交配した動物 生殖の技術

遺伝形質転換の生物 ヒトゲノムのプロジェクト アレルギー　 授乳 白血病 一卵性双生児 染色体異常

遺伝子組換えがされた ヒト免疫不全ウイルス アレルギー反応　 腫瘍 バランスの取れた食事 遺伝子工学 喘息
遺伝子検査、遺伝子分析 皮膚の保護 遺伝子組み換え 食事 パン 遺伝子上の相談 潜熱

遺伝子工学 病原体 遺伝子検査 食事中の水 ハンチントン病 遺伝子操作作物 臓器提供

遺伝病 ペニシリン 遺伝子スクリーニング 食品アレルギー ビタミン 遺伝子テスト 体型評価

インスリン マラリア 遺伝子治療 食品過敏症（食品アレルギー） ビタミンC 遺伝子の病気 胎児のクローン

インフルエンザ 薬物及びアルコール乱用 犬と品種改良 食品添加物　 ビタミンD 色盲 ダウン症候群
インフルエンザのウイルス 癒合した皮 インスリン 食物繊維 羊のドリー ウィルス 食べ物からのエネルギー

エイズ ライム病 インフルエンザ 食物中のミネラル 避妊 エスキモー犬とジャッカルの交配 超音波診断

遠視 劣性の障害 インフルエンザ・ワクチン 心臓と運動 避妊薬 遠視 トラコーマ

鎌状赤血球症 ワクチン 壊血病 心臓病 皮膚癌 男と女の思春期 ドリー（クローン羊）

体の防衛機能 ワクチン接種 花粉症 心臓発作 病気 大人のクローン 内耳の蝸牛管のインプラント

カロリー(食糧) 医学 癌 生活習慣病 貧血 音楽治療 懐胎期

皮ふの細菌 外科 肝硬変 生物分解性物質 太り過ぎの 鎌状赤血球貧血 難聴

癌 感染症 癌細胞 生分解 閉経 癌細胞 難聴、難聴を克服する

癌の紫外放射 癌 感染症 喘息 ペニシリン 感染症 にきび

狂犬病 癌の紫外放射 気管支炎 耐抗生物質の 保因者 記憶 二卵性双生児

クーロン 治療 狭心症 胎児選択 防御の仕組み 基礎代謝率（BMR) 妊娠

血圧計 自然療法 くる病 誕生 発疹チフス 喫煙すること 熱射病

血液型 出生率 クローニング 窒素と潜水病 麻疹 近視 嚢胞性繊維症

健康 食事療法 クローン 着床前遺伝子診断 麻疹ワクチン クローン バランスのとれたダイエット

抗原 制酸剤 クローン治療 中絶 マラリア クローンを作る ビーナッツからのエネルギー

抗体 性の発達・成長 血栓症 中毒 羊水 経口避妊薬 皮膚ガン

コレステロール 成年期 血糖値 聴覚 羊水穿刺 血液検査 病気

死（成長人口） 青年期 欠乏症 聴覚障害 予防接種 ゲノム健康診療所 病気に対する体の抵抗

紫外線による視力への影響 聴力損失 高血圧 鉄分欠乏 予防注射 ゲノムプロジェクト 病気に対する免疫

視力 天然痘ウイルス 後産 天然痘 予防薬 健康食品ピラミッド 病原菌

すり傷 伝染性 抗生物質 糖尿病 流産 虹彩（個人識別に利用） 病原体

性の発達・成長 糖尿病 骨粗鬆症 ニコチン ワクチン 骨格の筋肉と練習の効果 疲労骨折

咳をすること 白血球 殺菌 二卵性双生児 鵝口瘡 思春期 風疹

双生児と三つ子 発癌物質 産児制限 妊娠 制酸剤 自然界のクローン フェニルケトン尿症

タバコ 皮膚癌 思春期 指紋 不完全な優性

多分裂、多胎出産 病気 熟している果物 ペニシリン

聴力損失 病気の広がり 食品添加物 ほこりと健康危害

低温殺菌 無食欲症 視力の問題 ほこりにともなう健康障害

動物とウイルス 薬 心臓の病気 骨のカルシウム

ドラッグ濫用 心臓への影響 ワクチン

陣痛

生物分野＜「生物の集団」・「生物の分類と進化」領域＞
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

「沈黙の春」（カーソン） 国際環境計画 人口母集団の成長 二酸化硫黄の酸性雨 オゾンと光合成 森林破壊 海洋からの食べ物

DDTの動き 穀物の潅漑 人口密度 人間の活動限界 害虫 生物燃料 海洋での活動が環境に与える影響

安定した人口 国立公園局 人口を定義する 人間の活動による破壊 花粉量 生物濃縮 外来種
イエローストーン国立公園 国連環境計画 森林火災 人間の環境 潅漑 絶滅寸前の 環境上の健康

移入種（侵入生物種） 再生可能な資源 森林の生態系の復活 年齢別人口数 作物 施肥 環境的な論点

汚染物としての花粉 魚の乱獲 森林伐採 農業 作物産出 DDT 危惧種

帯状栽培 殺虫剤 推定人口 農業による汚染 雑草 持続可能な開発 希少種

海洋の天然資源 砂漠化 生態系の回復 バイオマスエネルギー 殺虫剤 野生生物 高地での蓄牛

灌漑 酸性雨 生態系の復活 伐採 残留農薬 有機食品 持続可能な開発

環境についての関心 シエラクラブ 成長の為の焼き畑農業 パン 収穫 有機農家 持続可能な生活

環境保護 資源 絶滅危惧 繁殖の限界 集約農法 有機農法 種の多様性（の損失）

環境保護庁 自然回復 絶滅危惧種 ヒートアイランド現象 食品(消費者) 輪作 水面に流出した油

干ばつ 自然保護地区、保護団体 大豆 肥料 植林 肥料 生態系に対する人類の影響

飢饉 持続可能な資源管理 チーズ 肥料の使用 除草剤 野生生物 生態系の心配
危惧種への取り組み(米国法) 種の絶滅 地球温暖化による健康への影響 保護耕作 生態系の変化
木は酸性雨によって傷つく 食物連鎖におけるDDT 地球温暖化の北極海洋への影響 北極国立野生生物の保護区 絶滅危惧種

京都議定書（国際協定） 人口成長 沈黙の春（カーソン） 水処理をする植物 絶滅種

漁業及び水産養殖 人口地図を描くこと 釣 野生生物の温暖化の効果 農業

漁船の船長 人口の規模 土の損失 野生生物のフォトグラファー バイオマス

景観設計 人口の分布 天然資源 有機農業 伐採搬出

耕作 人口パターン 土壌浸食 予測人口 繁殖計画（家畜・作物）

林業 人口母集団 土壌保全 野生の鳥獣保護区

諸外国の教科書の索引語に見られる実社会・実生活との関連（生物分野）

ア　メ　リ　カ オーストラリア

ア　メ　リ　カ

イ　ギ　リ　ス

イ　ギ　リ　ス



（誌面の都合でアメリカ，イギリス，オーストラリアのみ掲載）

物理分野＜「電気と磁界」領域＞

ACDCコンバーター 電池 テレコミューティング 太陽光発電 発電所 電気と医療 遠距離通信

CTスキャン 電話 地理情報システム 短絡（ショート） 波力発電 電気の安全性 可動電話ネットワーク

LED(発光ダイオード) ヒューズ テレビ 地熱発電 光エネルギー 電気モーター 磁気共鳴投影装置
医学の使用のための磁石 マイクロチップ 電気技師 調光スイッチ ヒューズ 電気モーターにおける磁力 磁石を使った医学

コンピュータ・チップ 読み専用記憶装置（ＲＯＭ） 電気自動車 潮力発電 非磁性材料 電気料金請求書 デジタルの伝達

コンピューター リニアモーターカー 電信装置、電報 電池 フィラメント 電磁石の応用 デジタルラジオ

再充電可能 再充電可能 ネオンライト 電力需要 風力タービン 電池 テレビ

磁気共鳴映像法 磁気共鳴映像法 燃料電池 燃料電池車 風力発電 発光ダイオード 水力発電

磁気材料 水素燃料電池 白熱電球 発電機 チェルノブイリ 発電 太陽光発電

水力電気 太陽電池 発電機 発電機 太陽電池

テレコミューティング デジタル(情報) 発電所 ヒューズ 風力発電

電気ウナギ デジタルイメージ投射 発電所による発電 ブレーカー

電気自動車 デジタルカメラ ハロゲン電球
電気車及びハイブリッド車 デジタルへの転換 光ファイバー

電子技術 デジタル音 漏電遮断機

電子工学 デジタル装置 電球

電信装置、電報

物理分野＜「波」領域＞

AM波 人工光 目に見える光 色 津波 色 赤外線放射
CD(コンパクトディスク) 人工的なレンズ レーザー. 音速 電子レンジ 凹面鏡 超音波
CDプレーヤー 赤外線 レーザー光線 鏡 透明な物質 凹レンズ 津波
fm(周波数変調) 電波（通信） レコードプレーヤー 楽器 難聴 オーロラ デシベル
FM波 電波望遠鏡 レンズ カラーフィルター 虹 音を聴くこと 電波
凹面 ドップラー効果 波 GPS 半透明な物質 音響 電波とテレビ
凹面鏡 凸面鏡 CD 携帯電話 光の色 音波 電話
凹面レンズ 凸レンズ CDプレーヤー 携帯電話中継局アンテナ 不透明材料 音量 ドップラー効果
オーロラ 白色光 写真撮影 顕微鏡 プリズム 音量の測定 凸面鏡
音響効果 波長 写真複写機 紫外線 耳 鏡 凸レンズ
音響工学 発光ダイオード（ＬＥＤ） ソナー 視覚 目 鏡の中の像 波
温室 反射望遠鏡 電波望遠鏡 スピードガン 有害な音 鏡の反射 光
屈折望遠鏡 光ファイバー 電話 赤外線 波 可視光線 光と色
携帯電話 避雷針 ドップラーレーダー 聴覚 音色 光線 光と鏡
コンタクトレンズ プリズム レンズのしぼり 紫外線 光ファイバー
紫外線 望遠鏡 超音波 地震波 光ファイバーネットワーク

人工衛星 ラジオ波
人工衛星とGPS レーザー
人工衛星の技術 レーザー光
人工衛星レーダー レーダー
赤外線望遠鏡 レンズ

物理分野＜「運動とエネルギー」領域＞

エネルギー 自転車 風車 圧縮 水力発電（ＨＥＰ） 圧縮 静止衛星
エンジン 真空 風力 エネルギー タイヤ エネルギー 生物燃料
華氏スケール 水素燃料電池 風力エネルギー エネルギー資源 地球の引力 エンジン 太陽光発電
華氏に変換 摂氏に変換 風力発電基地 エネルギー消費 データロガー 滑車 太陽電池
ガソリン 天秤 魔法瓶 温度計 燃料消費 空気抵抗 潮汐
ガソリン　対　電気 燃料電池 未来の燃料源 空気抵抗 ばねはかり 自転車、ブレーキ 潮汐発電
カロリー(食糧) 燃料噴射機 無重力 再生可能エネルギー パラシュート 自転車の歯車 つるまきバネ
気球 発電所 自動車のブレーキ 非再生資源 自動車に働いている力 てこ

省エネルギー ロケット 車輪 歯車
蒸気機関 車輪と軸の道具 風力発電

重心 ロケット
衝突 （車の）停止距離

物理分野＜「物質と原子」領域＞

核エネルギー 絶対零度 放射性の X線 高レベル放射性廃棄物 α粒子 原子力発電
ガンマ線 地殻の原子 放射性廃棄物 α線 中レベル放射性廃棄物 β粒子 放射性元素
原子 電子レンジ 放射能 β線　 低レベル放射性廃棄物 γ線
コンプトンガンマ線観測所 放射、放射性、放射能 マイクロウェーブ 医療用アイソトープ 燃料棒

人体の原子 ウラン235 廃炉

核 プルトニウム

核燃料 放射線

核融合 放射線規制

チェルノブイリ 放射線治療

原子力 放射線と健康

諸外国の教科書の索引語に見られる実社会・実生活との関連（物理分野）
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