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「世界の理科教科書比較グループ」の研究実施の概要 

 

（１）研究の目的 

 本グループの研究の目的は，諸外国の後期義務教育期間（初等教育学校より上の学校：

主に中学校）の理科（科学）教科書の目次および索引を翻訳することによって，各国が国

民の共通教養としてどのような知識を生徒に教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にある。そのことから，現代に求められ

る科学・技術リテラシーの世界標準はどのようなものなのか，日本の教科書がどうあるべ

きかも考察したい。 

（※本報告書では，教科としての「理科」と「科学」を明確に区別して使用してはいない。

海外の学校で行われる科学の教育および教科書に関しては基本的には「科学」を用いてい

る。） 

 

（２）研究の方法 

 調査の対象とした国は，先進諸国といわれる国のうち日本で教科書が簡単に入手できる

国から選んだ。ヨーロッパからはイギリス（連合王国），フランス（同共和国），フィン

ランド（同共和国），アジアからは韓国（大韓民国），オセアニアからはオーストラリア

（同連邦），そしてアメリカ（同合衆国）である。これに日本を加えて７カ国である。（各

国の表記は日本人になじみのある表記とした。） 

 これらの国について，目次はその構成と内容を比較検討した。索引については，大分類

として「物理」・「化学」・「生物」・「地学」・「科学と社会」の５つに分け，さらに

物化生地については日本の高等学校の内容分類を参考に中分類を作った。「科学と社会」

については，例えば「科学史」などの分類項目を作って分類した。） 

 諸外国では，科学教育の中に技術・家庭科や保健体育科の内容を含めて扱っていること

が多いため，日本の教科書はそれらの索引語も含めてとりあげている。 

 

（３）対象各国教科書 

 各国教科書の選定は当該国の多数の地域で使われているもの，または発行部数が多いも

の（少なくとも上位５位までには入ると思われるもの）のうち，日本で簡単に入手できる

もの各国１種を対象にした。諸外国では，多くの国が，教科書発行会社各社の教科書の発

行部数や使用学校数等の統計データが明確でないため，「最も部数が多い」などの基準で

選定することは不可能であった。 

 日本では，発行部数が明確に示されているため，いずれも発行部数が最も多い，理科，

技術・家庭科は東京書籍，保健体育科は学習研究社のものを使用した。 

 諸外国の分析に使用した教科書は次の表の通りである。 
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分析教科書一覧 

国名 分析に使用した教科書 教科書の態様 

 
 アメリカ 
 
 
 

 

 
 Houghton mifflin社 
『Middle School Science - Student B

ooks』 
（※15分冊の各タイトルは省略） 

 

 「物理化学編」が５分冊，「生

物編」が５分冊，「地学編」が５

分冊（計15分冊）。学年の指定は

ない。１冊ずつのページ数は日本

の教科書と同程度。 

 
 イギリス 
 
 
 
 

 

 
 OXFORD UNIBERSITY PRESS社 
中学用『Framework SCIENCE ７』『
〃８』『〃９』，高校１年用『TWE

NTY FIRST CENTURY SCIENCE G

CSE Science Higher』 

 

 各学年１冊で「物・化・生・地
」の内容を含む学年対応版。 

（中学1年から高校1年まで計４

冊）。１冊ずつのページ数は中学

は日本の教科書と同程度，高校１

年は２倍程度である。 

 
 フランス 
 
 
 
 
 

 

 
 Nathan社 
 物理化学編『PhysiqueCimie ５ｅ』
『〃 ４ｅ』『〃 ３ｅ』 
 生命地球科学編『SVT ６ｅ』『〃 

５ｅ』『〃『〃４ｅ』『〃３ｅ』 
 

 

 『PhysiqueCimie』が3分冊，『S

VT』が４分冊。中学１年のみ『P

hysiqueCimie』がなく，中学２年

からはそれぞれ１冊ずつ（計7分

冊）。１冊ずつのページ数は平均

すると日本の教科書の１．５倍程

度である。 

 
 フィンラン
ド 
 
 
 

 

 
 WSOY社 

 物理『Aine ja energia FYSIIKAN TI

ETOKIRJA』，化学『Aine ja energia 

KEMIAN TIETOKIRJA』，生物・環

境編全４分冊（『Elämä ja evoluutio

』『Metsät』『Vedet』『Ihminen』） 

 

  物理および化学が各１冊，生物

・環境関連が全４分冊である。（

計６分冊）。１冊ずつのページ数

は物理および化学が日本の教科

書の２倍程度，生物は平均すると

同程度である。 

 
 韓国 
 
 
 

 

 
 金星出版社 
『中学校 科学（第５版）１』『〃２
』『〃３』 
 

 

 

 各学年１冊で「物・化・生・地

」の内容を含む学年対応版（中学

1年から３年まで計３分冊）。１

冊ずつのページ数は日本の教科

書の２倍程度。 

 
 オーストラ
リア 
 
 

 

 

 
 ハイネマン社 
『Heinemann Science Links１VELS 

Edition』『〃２〃』『〃３〃』『〃４
〃』 
 

 

 

 

 各学年「物・化・生・地」の内

容を含む学年対応版（中学1年か

ら４年まで計４分冊）。１冊ずつ

のページ数は日本の教科書の２

倍程度。 
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アメリカの義務教育における科学教育の概要 

 

                     神崎夏子（早稲田大学理工学術院客員講師） 

 

１． 教育制度全般について 

(1)歴史  

 １６４７年マサチューセッツ植民地法で「すべての子供が聖書を読めるように、と定め

たのがはじまりとされている。以降、各植民地の法のもとに運営が行われてきたが、独立

後、合衆国憲法に基づき、教育は州の責任とされ、各州独自の教育制度が発達した。 

(2)教育に関する連邦政府の役割  

  調査・統計・研究に基づく州・地方への情報提供、奨学金事業等による機会均等の保

証などに限定されてきたが、近年、国際競争力にとっての教育の重要性などから、連邦政

府の教育への取り組みが活発化し、各種補助金も増大している。 

(3)初等中等教育について  

 教育行政は連邦・州・学区の３段階に分かれる。教育は憲法により州の専管事項となっ

ていることから、州および学区が中心的役割を果たしているため、地域により多種多様な

形態の初等中等学校がつくられている。 

① 学校教育を受けることを義務づけている州は少ないが、各学区に就学前教育の機会提

供を義務づけている州は半分以上に昇る。（2001 年で就学率前在籍率 ５歳 86.7％） 

②ほとんどの州は義務教育修学年齢を７歳としているが、６歳からも認められており、実

際には多数の子供は６歳から義務教育を受けている。能力が高いと認められた場合は６歳

より早く入学できる。 

③修了年齢は１６歳とする州が多く、義務教育年限は９年とする州が多い。だが、初等・

中等教育はいずれも１２年間で終了となっていて、大学進学段階ではそろう。 

④すべての州において初等中等教育の１２年間は、義務教育年限に関係なく希望者全員を

受け入れる制度が取られている。進学する際に、選抜のための試験は原則として行わない。 

⑤公立学校の平均学級規模は初等教育、前期中等教育においては 22～23 人である。 

(4)高等教育について 

大学の設置形態は、主に州立、市立、私立の３つがある。いずれについても設置認可の

権限は州にある。州立大学は自主的な管理運営権をもつ。州は一般に設置許可・学位授与

権の許可、予算の配分以外は関与せず、大学の経費は負担する。連邦は奨学金事業の個人

援助を実施する。 

(5)教育改革について 

 1983 年レーガン政権下教育長官の諮問機関から提出された報告｢危機に立つ国家｣は、教

育の衰退がアメリカ経済の国際競争力低下の危機をもたらすと警告した。これ以降ほとん

どの州が教育改革の取り組みを展開するようになった。 

 1989 年ブッシュ大統領は、全米の州知事をヴァージニアに収集｢教育サミット｣を開催し

た。翌年全米州知事会から『ナショナルな教育目標』が発表され、以後、各州は目標に向

けた取り組みを開始することになった。 

 １９９４年クリントン大統領は連邦の教育改革法｢2000 年の目標｣を制定させた。教育内

容の基準｢教育スタンダード｣の開発及び、学力テストの実施を柱とする州の教育計画の策

定・実施に対して連邦補助金の交付により、全米における教育改革を組織的に推進しよう

というものである。１９９７年２月クリントン大統領は２期目初めの演説で教育２１世紀

の新たなアメリカの構築に向けた最優先課題とした。 
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2001 年に誕生したブッシュ政権下でも、教育改革は連邦政府の優先課題とされた。 

 (6)教育改革の成果 

 各州で教育スタンダードが制定され、チャーター・スクールおよび情報教育予算が増大

した。連邦教育省の全米統計センターの報告書によると数学､読解（英語）、科学について

生徒の学力達成度の向上が見られた。 

(7)教育の課題  

総体としての到達度レベルを引き上げていくとともに、黒人、ヒスパニック、先住民、

と白人との間に生じている学力格差、および経済状況による学力格差をいかに縮めていく

かが大きな課題になっている。 

 

２．科学教育の概要 

(1)科学の授業 

小学校の科学はおよそ週 1.5～４時間、中学校の科学はゼネラルサイエンスで、高等学校

から選択になる。高等学校の科目は日本より多様で環境や生態について系統的に履修する。 

(2)科学教育のカリキュラム 

①アメリカの科学教育の特徴は新しいカリキュラムを開発と、それを積極的に取り入れて

きたことにある。第二次大戦後の科学教育を特徴づけたものは、生活経験カリキュラムに

よる問題解決学習であり、我が国では、昭和２０年代の生活単元学習として取り入れられ

た。 

 ところが、スプートニックショックの 1950 年代から大規模なカリキュラム改革運動が起

こり、いろいろな新しいカリキュラムが開発された。これらのカリキュラムは日本では探

求学習としてとらえられ、昭和４０年代の科学教育に大きな影響を与えた。 

 代表的なカリキュラムを以下にあげる。 

・PSSC（Physical Science  Study  Committee 高校物理） 

・CBA （Chemical Bond Approach 高校化学） 

・IPS （Introductory Physical Science  中学物理） 

・ESCP （Earth  Science Curriculum Project 中学校地学） 

・ESS （Elementary Science Study 小学校～） 

・SAPA （Science― A Process Approach 小学校～）  

これらのカリキュラム開発の基礎となったのは、ブルナー、ピアジェ、ブルームなどの

心理学や行動科学に関する研究である。 

② 科学技術の発達が責任を問われるような事態になってきている状況をふまえて、アメリ

カの科学教育は、戦後の単元学習から探求を中心とした学習をへて、現在は科学と社会と

の関連を重視する方向（STS 教育）に向かいつつある。 

(3)STS 教育 

 ①STS 教育は、環境汚染やエネルギー危機などの社会問題が表面化した 1960 年～70 年

にかけて欧米で始まった。今では世界中でその重要性が認識されている。社会問題を考え

ることのできる科学者の育成，あるいは技術革新・環境アセスメントを専門とするアナリ

ストの養成などが目標とされている。 

STS 教育の目的としては，１，問題意識を持たせる(awareness) ２，正確な知識を持た

せる(knowledge) ３，問題解決能力や意志決定能力を身に付ける(decision making) の３点

があげられる。 

アメリカでは科学・技術の様相と科学技術と社会との関連性，この二つの問いを中心に

唱え，社会のリーダーとなるべき高い技術力を持った人物は，技術を幅広い文脈の中で捉

えられるようにしておかなければならないという基本的な姿勢を持っている。 
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早くから STS 教育の重要性を訴えた NASTA（全米科学教師協会）では 1990 年、STS 教

育の目的を｢すべての子どもが科学的・技術的なリテラシーを持つこと｣においている。 

また、科学者の専門学会の連合組織であるアメリカ科学振興協会（AAAS）は、1985 年

地球にやってきたハレー彗星の回帰年にちなんで｢プロジェクト 2061｣という科学教育改

革プログラムを｢科学的レテラシーの育成｣に目標を置いて展開している。 

②全米各地やいくつかの学校区、学校、州あるいはカリキュラムプロジェクトで、1980

年代初等より様々な題材を用いた多種多様な STS 教育の取り組みがなされている。STS 教

育の観点からテキストや副教材・教具類と併せて全米レベルのカリキュラムやモジュール

を開発しているものには以下のようなものがある。 

・初等学校段階の科学・技術・健康の統合化をはかるBSCS（Biological Sciences  

Curriculum Study) によるScience for Life and Living 

・中等学校段階ではアメリカ化学会（ACS）開発の Chem Com(Chemistry in the 

Community)、カリフォルニア大学ローレンスホール研究所開発の CEPUP（Chemical  

Education for Public Understanding Program) 

・元々はカナダで 1980 年代に STS 教育のために開発されていたカリキュラムの米国版

である中等学校段階の Science plus 

  

(4)教科書 

 教科書は出版社も種類も多く、学区ごとに選定されているものは様々である。選定替え

は通例５年ごとに行われる。無償の貸与制であり、日本に比べ非常に厚いが、日本の教科

書同様主要な教材であり、科学教育における中心的役割を担っている。 

 内容は科学に関する知識、概念、理論などは当然であるが、日本に比べかなり難しい内

容が大量に取り入れられている。また、純粋に科学といえる内容を超えるものが多々含ま

れている。特に、言葉に対する配慮がなされており、巻末には索引と用語解説があり、語

彙や文に注意を払い、読み書きの力やコミュニケーション能力の育成に努めている。また、

広義の科学論的内容が豊富で、｢科学と文化｣、｢科学と社会｣、｢科学と技術｣、の観点や｢STS

教育｣、「キャリア教育」の視点からとらえられる内容が導入されている。 

(5) 近年の動向 

 これまでの教育政策を分析し、新しい法律｢子どもを一人もみのがさない教育法｣を 2001

年に、｢教育の科学的改革法｣が 2002 年に制定された。この法律で明確にされていることは、

2006 年までに全米の第３学年から第８学年のすべての子どもが算数と読解力の標準テス

トを受ける必要があるとしていることであり、科学の評価も 2006 年から行われることが明

記されている。 また、この法に基づき、ウインスコンシン大学に全米レベルの研究所で

ある｢全米数学・科学学習と到達の改善センター｣が設立されている。 

 教師のためのデーターバンクが急速に進展、デジタル化されたさまざまな指導案や映像

教材が作成され、毎年新しいものが付加されており、世界中に無料で提供できるシステム

ができあがっていることを特記しておきたい。 
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アメリカ合衆国の学校系統図 

 

 

 

（文部科学省編、２００１年 「諸外国の教育の動き」、財務省印刷局掲載の図より、   

２００６年度版文部科学省生涯学習政策局調査企画課「教育指標の国際比較」掲載の図も

同様） 
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アメリカの科学教科書の特徴 

 

                    神崎 夏子（早稲田大学理工学術院客員講師） 

                       

 調査に使用した教科書はHoughton mifflin 社の中学理科教科書は全15分冊で「物理科

学編（Physical Science）」が５分冊，「生物編」が５分冊「地学編」が５分冊となってい

る。 

 

１．目次の特徴 

＜物理科学（Physical Science）」編＞ 

「物理科学（Physical Science）」編を以下にあげる。ただしアメリカの教科書はスタ

ンダードの取り扱いに従い、物理学と化学を統合して「物理科学（Physical Science）」 と

して扱っている（日本の教科書の第一分野に相当するともいえるが、高等学校でも同じ扱

いになっている）。ここでは、物理と化学に分けて報告する。 

（１）物理については３分冊からなり、日本の教科書よりかなり内容が豊富で、項目も多

く、より系統的・具体的に記載されている（目次の訳 参照）。 

・［働きと力］の分冊については、「機械」という単元があり、現代技術へと結ばれてい

く。また「加速」「運動量」の項目が見られる。 

・［波・音および光］の光に関しては「電磁波」の単元、「目の働き」や「光学技術」の

項目があり、かなり系統的に扱われている。 

・［電磁気学］については、単元が「電気（静電気、電流）」→「回路」→「磁気」と日

本の教科書と同様系統的に扱われているが、項目に「電流は電子の流れ」、「電子技術は

回路に基づく」などがあり、より具体的になっている。 

（２）化学については二分冊からなり、日本の教科書に比べ、ページ数が多いことから内

容も豊富である。日本の教科書では第一分野下巻から原子についての記載がされるが、ど

ちらの分冊とも原子からはじまり、より系統的・具体的に書かれている。日本の教科書に

は図の解説が多いが、アメリカの教科書には具体的な写真が多い。 

・「物質とエネルギー」では、「物質は原子から作られる」が項目として１章からあるた

め、三態も粒子概念で説明されている。「エネルギー」の項目では、物理と科学の区別な

く扱われ、化学的な項目が中心の「温度と熱」の単元へ結ばれている。 

・［科学的な相互作用（Chemical Interactions）］では「原子構造と周期表」からはじまり、

「化学結合(イオン結合、共有結合、極性)」へと、日本の教科書に比べ、一歩ふみ込んで

系統的に扱われている。「化学反応」についても、「生命と産業は化学反応に依存する」

がありより具体的で触媒に関しても詳しい記載が見られる。また、「炭素化合物」の単元

がありかなり詳しく記載されている。 

 

＜生物編＞ 生物は５分冊からなり、それぞれ系統的に構成され、内容は日本の高校の範

囲までに及んでいる。 

・｢細胞と遺伝｣では細胞の基本構成から、機能、分裂、遺伝へと進み、DNAへと及ぶ。ま

た、遺伝子工学の項目をおき、リスクや利益にも触れている。 

・｢生命の歴史｣では、進化、生物の分類、個体群の個体数の変化要因、人の個体数変化の

特色を扱っており、日本の生物Ⅱの分野に相当する。 

・｢多様な生物｣では単細胞生物、多細胞生物、植物、無セキツイ動物、セキツイ動物と展

開され、で日本の高校でもあまり扱われていないウイルスについても項目をもうけている。
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また、日本の中学教科書に比べ、無セキツイ動物にも詳しい。 

・｢生態系｣では、生体系とバイオマスからはじまり、個体群と生態系の関係、生態系へお

よぼす人間の影響と発展、人々の生態系を保護する運動で結んでおり、生態系の保全の大

切さを強調する展開となっている。 

・｢人体｣に関しては組織にはじまり、吸収・消化、郵送と防御では日本の中学校教科書に

はない免疫も扱い、神経組織と生殖機能に進み、成長・老化と健康で結び、健康な生活に

必要な知識を身につけることを柱とした扱いになっている。 

 

＜地学編＞ 

５分冊からなり、展開が工夫されているので、テーマに基づいた読み物としても楽しめる。

内容の充実度や宇宙科学の内容を見ると、国策として宇宙開発に取り組んでいる国の意気

込みが感じられる。 

・｢地球の表面｣では、地球議や地図は地球のモデルであり、科学技術が地球を表す地図の

作成を可能にしたこと等を視点とした執筆から始まる。日本の中学教科書では、化学に記

述がいくらか見られる鉱物の章へと進み、岩石、風化と土壌形成、浸食と堆積で結ばれる。 

・｢変化する地球｣では、プレートテトニクス、地震、火山、化石、天然資源という順番で

記載されている。いずれも日本の中学教科書に見られる項目であるが、内容はより深く、

天然資源のリサイクルやエネルギー資源の項目は化学・物理の第一分野に見られる。 

・｢地球の水｣では、地球を水の惑星と見て、淡水資源、海洋、海洋の環境へとつなげてい

る。淡水資源では社会における水資源の大切さを強調、海洋も天然資源の宝庫であること

を記述し、科学と社会の関係を大切にした展開になっている。 

・｢地球の大気｣では、大気が生命を支え、太陽エネルギーを伝え、人体に有害なオゾンや

紫外線を吸収するのにもかかわらず、人間の活動が温室効果のある気体を生じていること

を１章にわたり、初めに扱っている。日本の教科書ではほとんど第一分野で扱われている。

その後、日本の教科書の地学にも見られる天候、気象前線、気候と気候変動へと進む。初

めに教科書の意義を理解させ、学ぶ意欲をかき立てるような展開になっている。 

・｢宇宙科学｣では、日本の教科書ではあまり記載のない宇宙探査から始まる。宇宙探査で

は、肉眼での宇宙の観察、望遠鏡での研究、宇宙船での探検と探求の方法から学習、宇宙

探検の社会的意義で結んでいる。その後日本の中学教科書にも記載のある地球・太陽・地

球、太陽系へと進み、日本では主として高校で扱われている、星・銀河・宇宙出終わる。

身近な所から奥へと進む展開になっている。 

 

＜全体について＞ 

(1)教科書は貸与制をとっているため、表表紙の裏には、使用した生徒の氏名、日付、貸し

出した時と返却した時の本の状態が書き込むようになっており、生徒は本に書き込みをし

てはいけないことが指示されている。 

序章には、本の使い方のみならず全米スタンダードの学習レベル目標やプロジェクト２

０６１のベンチマークを満たしていること等が記載されている。また、物理科学・生物・

地学でそれぞれ共通の導入がある。 

また、本の巻末には 生徒の手引き書があり、観察の方法、仮説のたて方、実験の安

全対策、精度、表・グラフの作り方、実験計画のたて方、データの表し方、比例計算の方

法などが丁寧に記されている。これはどの本にも内容も共通であり、生徒がどの本を使っ

ても共通に読めるようになっている。さらに、それぞれの本の語句の解説があり、本の内

容を理解しやすいように工夫している。 
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(2)アメリカの教科書は、原則として生徒の実情やカリキュラムにあわせて使われるので内

容が豊富で丁寧であり、読み物としても楽しめる。が、一方厚く、持ち運びに不便であり、

百科事典のようで魅力がないという批判もある。ここで調査に使用した中学教科書は、内

容を  １５冊に分けており、１冊の厚さは日本の教科書とあまり変わらないが、表紙が

ハードカーバーとなっている。 

 

補足 

（１）全米科学教育内容スタンダードでは内容を８つに分け（①科学の考え方やプロセス

を一つにまとめる。②探求活動 ③物理科学 ④生物科学 ⑤地球ならびに宇宙の科学⑥

科学と科学技術  ⑦個人ならびに社会の関連 ⑧科学の歴史と科学の性格）、K－第４

学年、第５～８学年、第９～１２学年ごとに基準をまとめている。が、さらに他のスタン

ダードと併せて用いられる時に最も効果的なものとなるであろうとし、内容スタンダード

の一部だけが使用されるなら（たとえば、物理科学、生命科学、地球科学についての教科

内容スタンダードのみが、実践されているなら）、内容スタンダードの効果的な実行は期

待できないであろうとしている。 

 

（２）プロジェクト2061（前述） は，1993 年に「科学リテラシーへのベンチマーク」を

刊行した。『科学リテラシーへのベンチマーク』は，最終的な目標である科学リテラシー

に到達するまでの通過点として，第2 学年，第5 学年，第8 学年，及び第12 学年の終わり

に到達されるべき水準の知識や技能を示している。これによって，合理的かつ効果的に目

標を実現することが意図されている。 

 

（３）アメリカでは、学校のシステムも日本と大きく異なる。日本でいう小学校は一般に

「エレメンタリースクール」、中学は「ジュニアハイスクール」、高校は「シニアハイス

クール」と呼ばれている。学年制度も、日本が全国的に６―３―３制なのに比べ、５―３

―４制をはじめ、６―３―３制、６－２－４など、州や学校によって区切りの年齢が異な

る。また日本では「中学１年生」「高校３年生」などというように、中学・高校を区切り

で呼ぶが、アメリカでは小学校の続きでそれぞれ中学１年生を「７年生（Grade7）」、高

校３年生を「12年生（Grade12）」などと学年を通して呼んでいる。 

 

 

文献 

・長洲南海男 監修 熊野善介･丹羽哲郎 他 訳、“全米科学教育スタンダード”、 

梓出版社（２００１年初版発行）. 

・現代アメリカ教育研究会 編 、 “カリキュラム開発を目指すアメリカの挑戦”、 

教育開発研究所 発行（平成１０年発行）. 

・小倉 康、（国立教育政策研究所）“平成17 年度科学研究費補助金特定領域研究（課題番

号17011073）「科学的探究能力の育成を軸としたカリキュラムにおける評価法の開発」

研究報告書” 平成18 年2 月 
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２．索引語の特徴 

 

 全体が１５冊からなり、系統的に扱われ日本の高校の内容に及ぶため、索引はかなり多

くなる。索引にある項目は教科書ではほとんど色をかけてあり、とても分かりやすい。 

(1) 物理 

教科書が｢動きと力｣、｢波・音および光｣、｢電磁波｣の３分冊からなるので語句も豊富で

ある。  

【電気と磁界】 

他国に比べ身近な例を多く取り上げている。例えば、電気については、静電気のところで

電気ウナギ、電流と磁気の関係を説明するのには二リアモーターカー、CD プレイヤ,MRI

などがあり、興味をそそられる。電子回路については半導体、マイクロチップ、トランジ

スター、電流の流れを説明しようとヒユーズ、電池・バッテリがある。単位についても、

論理的な面、実用的な面を入れ、幅広く扱っている。  

【波】  

波については、系統的にしっかり記載されており、波長と色の関係から始まるため、可視

光、紫外光、スペクトルなどが記載されている。光学に関しても詳しく、他国にみられな

い広角度、レンズの口径などがある。電波に関して、身近な AM波、FM 波、携帯電話など

があるのはアメリカの特徴といえよう。 

【運動とエネルギー】 

S1 単位という索引が有り、教科書の中では日常用いられている単位からの換算表がある。

また、摂氏に変換や華氏スケールという索引がある。これは国情を反映してのことであろ

う。機械という単元をもうけて、身近な例を使って仕事や仕事率の計算を行い実用的に考

えさせている。ベルヌイの定理等もあり幅広い。 

【物質と原子】 

粒子探知機、粒子加速装置、放射性廃棄物などが索引に見られ、観測技術面、社会的な面

にもむけた取り扱いになっている。 

(2) 化学 

アメリカの教科書では２分冊からなり、もっとも少なく、内容は他国と比べ深い領域に

及んでいるわけではないが、日本の高校化学におよぶ。 

【物質の構成】化学結合を中心においており、化学結合に関する語句が多い。 

【物質の種類と性質】についても索引は日本の教科書にあるものに類似はしているが、

日本の教科書との大きな違いは教科書が粒子論から始まるため、「エネルギーと物質」の分

冊の中で粒子の運動や、反応と結びつけて、微視的な観点を柱に詳しく扱っている。 

【物質の変化】では他国同様、酸・塩基、熱化学反応、酸化・還元を扱っており、例とし

て酸性雨、燃料電池、腐食があげられている。 

【物質の構造と化学平衡】は、日本の教科書にはほとんどなく、国により違いが見られる

が、アメリカでは極性や拡散が記載されている。 

【生活と物質】では、基礎的な内容を示唆する高分子に関する語句と染料が記載されてい

る。【生命と物質】では、アミノ酸に加えて実用的なペニシリンの語がみられる。 

【物質名】・【実験器具】での語句はほぼ他国の範囲にとどまっている。 

（３）生物 

５分冊の教科書からなり、その内容は実用的な健康面にまでおよぶ。 

【生物体の構造】教科書の「人体」1分冊で扱い、細胞、その内部構造と役割、人体の各

器官の構造と役割に関する用語がかなり細かく記載されている。 

【生物現象と物質】アメリカの教科書内では用語が少なめであるが、細胞膜の働きについ
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てはエンドサイトーシス（飲食作用）という用語に至るまで興味深く記載されている。 

【生命の連続性】細胞の分裂、遺伝子から DNA,リボソーム RNAへと、遺伝の仕組みを解説、

幅広い語句が記載されており、癌にも触れ、クローン、遺伝子工学、ヒトゲノムのプロジ

ェクトなど、最新の研究成果につての用語も見られる。 

【環境と生物の反応】ホメオスタシス、健康という用語があり、日常生活で遭遇するであ

ろう、インフルエンザなどの具体例があがり、免疫や治療に関する語句が多い。 

【生物の集団】基礎的な語句から、生物保護をめさした用語まで広い範囲にわたる。特に

温室効果ガス、京都議定書など地球温暖化に対する用語が充実し,対策に対する世界的動向

にも触れている。 

【生物の分類と進化】他国に比べても、詳しく、演習を交えながら日本の高校教科書に見

られる展開をしている。 

【生物名】索引にあがる生物名は他国に比べ非常に豊富であり、アメリカの教科書が、具

体的で生徒が身近に感ずるように留意して書かれていることが推定される。 

（４） 地学 

５分冊からなり、他国に比べても内容は多岐にわたり豊富である。 

【地球の構成】地球の構成を記した分冊が地理学からはじまるため、地理学におよぶ用語

がある。恐竜、化石、鉱物、岩石等も詳しく、地球の地形変化の要因、地球のプレート運

動などもダイナミックに書かれており用語が豊富で興味深い。 

【大気・海洋】日本で中心に扱っている気候についてはさらに深く高校の範囲におよぶ。

海洋については、地球の水という分冊があり、湖や川から海流・潮流にいたり、海洋の地

形などに及ぶ用語があり幅広い扱いになっている。さらに、環境に関する語句が多く、健

康の保全・地球環境の保存を地学の立場から教示している。 

【宇宙の構成】宇宙開発については歴史のある国情を反映、宇宙探検、宇宙飛行士、アポ

ロ計画等々、宇宙開発に関する語句が多く、宇宙開発へ夢を持たせる構成になっている。

また、日本の教科書で扱われている太陽、地球、月の運動を含み、内容は宇宙の誕生、星

のライフサイクル、渦状銀河などに広がり、天文用語も非常に多い。 

（５）科学と社会 

【技術・科学技術】【人間と環境】【生活と健康・安全】【農業食品】【科学史】アメリ

カの伝統あるＳＴＳ教育を反映、他国と比べても語句がより豊富なことが多く、物理・化

学・生物・地学の教科書の内容の中に、無理なくとり込まれたり、項目があり、記載され

ている。 

【科学の方法・技能】については、１５冊いずれの本にも共通にあるハンドブックなどに

あり、他国に比べ詳しく、観測・実験を大切にしているアメリカ教科書の内容に通じる。                                                                                                              
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イギリスの義務教育における科学教育の概要 

 

小川慎二郎（桜蔭中学高等学校）  

 

イギリスでは２００６年９月から大きな教育改革を行われた。一般に我々がイギリスと呼んでいる

国はイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの４地域に分かれて自治が行なわれ

ており、教育制度も異なっている。ここではその中心部分を占めると考えられるイングランドとウェ

ールズの教育システムとその改革について述べる。 

 

イギリスの教育システム 

1860年に始まったイギリスの義務教育は、1944年の教育法で 15歳まで延長され、教会立学校の

公営化などが行なわれた。これにより、それ以前から続いてきたパブリックスクールなどの独立学

校の体系と並立して、地方教育当局の傘下にある公営学校の教育体系が確立した。この体系が

40年ほど続いた後の 1988年に保守党のサッチャー政権によって行なわれた教育改革では、ナシ

ョナル・カリキュラムの制定とそれに基づくナショナル・テストの設定、学校の環境や成果について

の査察の導入、地方教育当局から独立した学校の推進などが行なわれた。この改革により教育現

場に市場的競争が導入され、この政策は 1997年に政権を獲得した新労働党のブレア政権にも引

き継がれ、現在に至っている。 

 

●カリキュラムと評価テストの作成 

導入されたナショナル・カリキュラムには教育内容の達成基準などが示されており、教育内容の設

定と教育成果達成の評価を国家が数値的に計画・管理できるようになっている。日本の学習指導

要領と大きく異なる点は、詳細なカリキュラムや評価テストは複数のカリキュラム・評価テスト作成機

関によって作成され、それをカリキュラム試験当局が認定するという点である。このため、複数のカ

リキュラムが並行して認定され、各学校の教科ごとに採択するカリキュラム選択の自由がある。ま

た、私立学校は基本的にこのカリキュラムに従う必要はない。 

また、科学のカリキュラムにも、物理・化学・生物の内容で 1 科目分のもの、2 科目分のもの、それ

ぞれが 1 科目ずつのものなど、難易度や構成の異なる複数のコースが用意されており、それぞれ

のコースについての教科書やワークブックが出版されている。各コースのシラバスやナショナル・テ

ストの過去問題や予想問題はウェブ上やCD‐ROM等で公開されており、容易に手に入れることが

出来る。 

 

●目標達成度の評価と公開 

ナショナル・カリキュラムは 5～6歳（KS1）、7～10歳（KS2）、11～13歳（KS3）、14～15歳（KS4)、16

～17歳（KS5）に分かれて設定されており、その到達度を調べるための統一テストが、7歳、11歳、

14歳、16歳（GCSEテスト）、18歳（AS、Aレベルテスト）において行なわれている。テストの結果に

は A＊～G と不合格があり、達成基準である C 以上の成績をとった生徒の割合が学校ごとに順位

付けられて新聞に発表される。そのため成績の基準に満たない層に対する底上げ指導には力を

注がれている。新聞に公開された資料によれば、1999 年のバーミンガム市の中等教育の学校のう

ち、入学時に選抜のある学校（パブリックスクールその他の私立学校（高額の学費も必要）とグラマ

ースクールなど一部の公立学校）の生徒数は全体の１割程度であったが、それらの学校の生徒の

9割以上がGCSEテストでC以上の成績を達成していたのに対し、それ以外の無選抜の学校での

達成率は 4割以下であったとあり、学校が 2極化している様子が分かる。 

学校の仕組みや教員に対する監査・評価についても、教育基準局の査察によって 4 年に１回（失
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敗の評価を受けると毎年）行なわれ、ウェブ上に公開されている。ナショナル・テストの目標達成率

や査察の学校評価の公開は、教育の達成度を急速に高めるとともに、親が学校を選択する際の

重要な資料となっており、学校運営にも大きく関わっている。 

 

●学校での学習と進学・就職の結びつき 

大学入学には、全国統一試験の A レベルテストで大学に要求された３～５科目についてよい成績

をとればよい。1科目 10時間程度の試験は非常にハードだが、日本のように何校もの入学試験を

受ける必要はない。このテストは中等教育の学習到達度を評価するものであり、研究者と中等教

育教員によって作られているため、学校での学習が大学進学の選抜に備える学習と密接に結び

ついている。 

イギリス社会では出身校よりも修めた成績が重要視されているため、大学の成績も統一基準でつ

けられており、GCSEや Aレベル、大学卒業時の成績などが卒業後も一生ついて回る。 

 

 

イギリスの科学カリキュラムの変革 

1980 年代の終わりから、ナショナル・カリキュラムに従ってすべての生徒が、物理、化学、生物、地

球科学を含んだ科学コースを、5歳～16歳までの１１年間に学んでいる。 

2006年の 9月から、KS４（Key Stage 4）と呼ばれる最後の２学年（第 10・１１学年：１４～16歳）のカ

リキュラムに大きな変化が訪れた。イギリスでは義務教育の終わりの GCSE テストや大学入学前の

A レベルテストなどが実施されているが、そのテストを作る試験機関は AQA、Edexel、OCR、

WJEC、CCEAなど複数あり、それぞれが特色のあるシラバスや教員用のガイド、教材を用意し、政

府の外郭団体である QCA によって認定されている。各学校では、まずどの試験機関のシラバスを

採択するかを決め、それに準じた教科書や教材を使用することになる。 

 

●‘Beyond 2000’ （1998年） 

今回のカリキュラムの改革の指針となった研究報告書’Beyond 2000’で１０の勧告がされている。

昨冬の理科カリキュラムを考える会全国大会で、笠潤平さんがその内容を解説された。 

・ 義務教育における科学教育は、まず第１に「科学リテラシー」の促進を目標とする 

・ 「科学リテラシー」の促進は専門的科学への準備と明確に区別される 

・ 科学カリキュラムでは「説明的な物語(explanatory stories)」として科学的知識が提示され、さら

に「科学についての考え(ideas about science)」も紹介される必要がある 

・ ナショナルカリキュラムやその評価制度を大きく変えるときには、まず一部の学校で試行され、

その評価に基づいて全国レベルでの改革をするという手順を確立するべきである 

（笠潤平氏の資料より一部抜粋） 

 

●試験校（Pilot School）における新カリキュラムの試行（2003年 9月～） 

Beyond 2000の提言を受け、新しい学習プログラムを 2006年 9月から全国規模で開始するため、

2000 年に QCA からヨーク大学の研究グループに新カリキュラムの作成が委託された。新カリキュ

ラム「２１世紀科学(21st century science)」は、試験機関である OCR や出版社の Oxford Univ. 

Press と協力して開発され、2003年から 78の試験校で試行された。 

ASE の大会での OCR の発表によると、2005 年の夏に試験校の生徒が得た新カリキュラムでの

GCSE 評価（義務教育終了段階の評価）は、従来のカリキュラムでの平均よりも高く、また、生徒や

先生の満足度も非常に高いため、カリキュラム改革の効果は大きいとのことだった。 

試験校による試行から全国規模の実施までが１年しかないのは短すぎるとの声も多く聞かれたが、

試行しているだけでも素晴らしいことだと私たちには感じられた。 



 

- 17 - 

 

●新しい KS4の科学カリキュラムの開始（2006年 9月） 

「２１世紀科学」の試行から得られた経験や反省を踏まえて改善されたカリキュラムが他の試験機

関によっても作られている。現在、新カリキュラムは、OCR の「２１世紀科学」に加え、OCR からもう

ひとつ（Gateway Science）、AQA、Edexel、WJECからひとつずつ提案されており、各学校はそれら

からひとつを採択することになる。 

また、教科書の出版社も多様で、特定の試験機関と協力してカリキュラム開発しているケース

（Nelson ThornesとAQAや、Oxford Univ. PressとOCRの協力など）、あらゆる試験機関に対応し

た教科書を出版しているケース（Cambridge Univ. Press、Collinsなど）がある。 

ASE の大会で OCR や AQA などの試験機関の発表を聞いてみると、試験機関による姿勢の違い

が感じられて興味深かった。OCRの発表は、QCAから委託されてカリキュラムを開発しただけあっ

て活気に満ちており、いかに新しい動きであるか、ということを強調していた。それに対してAQAの

発表では、これまでのカリキュラムから削減された項目がどこに行ったのか、どの点が大きな変化

なのか、などを丁寧に説明しながら参加者を安心させるような雰囲気が感じられた。 

AQA のカリキュラムはより伝統的なものを重要視しているのに対し、OCR は新しいものを多く取り

入れている。旧 KS4 のシラバスの採択率は、AQA が４４％、OCR が 25～30％となっていた。生徒

全員が教科書を買うわけではないので、新課程での試験機関のシェアは教科書販売数からは分

からない。実際に新 KS４を修了した生徒たちが GCSE テストを受ける年になってから分かるようで

ある。 

 

 

新しい科学カリキュラムの概要 

新しく KS4の生徒が学ぶ科学の枠組みは次のように作られている。 

① GCSE Science (科学的リテラシー：すべての生徒が履修) 

② GCSE Additional Science (概念主導型の付加的科学) 

③ GCSE Additional Applied Science (応用主導型の付加的科学) 

④ GCSE Separate Sciences （生物＋化学＋物理） 

生物、化学、物理の内容が２つの領域に分けられ、①と②に分配されている。④には各分野のす

べての領域＋αが含まれている。また③では分野には関わらず、より生活に密着した内容が扱わ

れている。生徒（もしくは学校）は、①のみ、①＋②、①＋③、④のみ、の４通りの学習経路を選択

できる。科学的リテラシーは押さえつつも、その後の高等教育や職業教育にきちんと接続できるよ

うに、進路や学力に応じて異なる科学を学習できるように考えられているのである。旧課程では８０

％の生徒が 2科目相当の科学を履修しているため、新カリキュラムでも多くの生徒が①＋②、①＋

③、もしくは④のみという履修をしたと考えられる。 

 

●「21 世紀科学（21st century SCIENCE）」 (OCRのシラバス) 

イギリスではナショナルカリキュラムに沿って複数の試験機関がシラバスを作成し、学校はその内

のひとつを採択する。「21 世紀科学」は試験機関のひとつである OCR のものであるが、新カリキュ

ラム作成の雛形として作られたものであり、改革の内容が最もよく表れている。 

「21 世紀科学」のカリキュラムは、現在の科学的な問題を取り上げた複数のモジュールで構成され

ている。次に示すように、①のGCSE Scienceと②のGCSE Additional Scienceには、それぞれに生

物・化学・物理の分野の内容が 9 モジュールずつ入っている。④の GCSE Separate Sciences に

は、①と②の計 18モジュールに、各分野の発展的内容がさらに加えられている。また、③のGCSE 

Additional Applied Scienceのモジュールは、実生活と直接関連した新しい切り口で作られている。

学習する際には、科目を超えてモジュールの順番を自由に組み替えて行なうことができ、自由度
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が非常に高い。 

 

 

＜図１ 「21世紀科学」の学習の流れ＞ 

 

①GCSE Scienceのモジュール 

・ 生物分野：（B1）あなたとその遺伝子 （B2）健康を保つ (B3)地球の生命 

・ 化学分野：(C1)空気の質   (C2)物質の選択  (C3)食品 

・ 物理分野：(P1)宇宙の中の地球   (P2)放射と生命  (P3)放射性物質 

②GCSE Additional Science のモジュール 

・ 生物分野：（B4）恒常性   （B5）成長と進化   (B6)脳と心 

・ 化学分野：(C4)化学的な周期  (C5)自然環境の化学物質  (C6)化学合成 

・ 物理分野：(P4)運動を説明する  (P5)電気回路   (P6)放射の波動モデル 

 

③GCSE Additional Applied Science のモジュール 

(Ap1)医療   (Ap2)農業と食物  (Ap3)科学捜査 

(Ap4)化学物質の利用  (Ap5)通信  (Ap6)物質と機能 

これらのモジュールについて、「科学による説明」として、学ぶべき現象や考え方が示されてお

り、また、育むべき「科学に関する考え」として、科学とは何か、科学と社会の関わりはどのようなも

のか、科学者は何をしているのか、などといった視点からのアプローチがされている。 

また学習の評価は、試験機関によるペーパーテストと、校内での技能評価が組み合わせて行なわ

れる。詳しくは、QCAや AQA、OCR、RSCのサイトから情報が得られる。 
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＜図２ Additional Science の教科書 （P4）警察がスピード違反を取り締まる方法＞ 

 

 

 

＜図３ Additional Applied Scienceの教科書 （AP1）医療に関連した職業＞ 

 

新しい GCSE が始まる半年前にイギリスの科学教育大会（ASE）に参加したところ、各試験機関

のカリキュラムはまだ改訂中であり、教科書も完成していないところが多いことが分かった。しかし、

シラバスの内容や関連教材についての説明会や試験校によるレポート、それらを踏まえた討議な

どが盛んに行なわれていた。シラバスや教授資料を検討することが第一で、教科書を急いで作る

つもりはあまりないようである。また、翌年の大会では新 GCSE の様子などはあまり話題には上ら

ず、新 GCSE を修了した生徒たちがナショナル・テスト（全国統一テスト：試験期間によって内容は

異なる）を受けるまでは様子を見るという姿勢が感じられた。 
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イギリスの現行の科学教育の問題点 

現在の科学カリキュラムは科学の研究（Science 1）、生物（Science 2）、化学（Science 3）、物理

（Science 4）の４つの分野で構成されており、日本と比べると格段に実社会に即した内容だが、そ

れでもなおすべての生徒に対しては内容が理論的すぎると反省されている。 

 

●イギリスの友人である若手教師（S: Steeven Kaye（化学））やベテラン教師(B: Bernard Taylor

（物理）)は、現状の問題点を次のように話してくれた 

・ KS４の内容はそれ以前の段階に比べて難しく、KS3 ではそれなりの到達度にあった生徒が急

にレベルを落としてしまうことがよくある(S) 

・ KS３では生徒が楽しんで学習できるようなさまざまな工夫がされているのに対し、KS4 ではそ

のような内容が少ない(S) 

・ 科学の研究の到達度が細分化されているため、コースワーク（課題研究）の指導をする際、生

徒に「こう書けば上のレベルに上がれる」などといった犬に芸を仕込むような手法を取らざるを

得ない（B） 

・ コースワークの評価が細分化されており、教員にとって大変大きな負担である(B) 

・ コースワークの内容が画一化してしまい、KS4 を終えた生徒にどのようなコースワークをしたか

と尋ねると、皆同じようなものを答え、さらに、楽しくなかったと答える(B) 

 

●2005年 12月のガリレオ工房とブリティッシュカウンシルによるシンポジウムで、ヨーク大学のホル

マン教授から、カリキュラム改革について次のような発表がされた（笠潤平氏による訳を参考にし

た）。 

・ 将来に医者、技術者、科学研究者となる若者と共に、科学を理解し、その意味について批判

的な認識を持っている国民が必要である。 

・ 20 年前のナショナルカリキュラムの導入によってあらゆるレベルの能力を持った生徒たちに科

学を教えるようになった。そのため、科学的リテラシーのための科学教育や、いかにして科学

の秀でた生徒の興味を満たしつつ、そうでない生徒にも科学を教えるか、といった新たな課題

が生じた。 

・ 科学カリキュラムは、すべての人に対する「基礎的な科学的リテラシー」と、一部の人に対する

「科学における訓練の第一段階」を提供する必要がある 

イギリスの教員は慢性的に不足状態にある。その理由には、仕事が大変な割には給料が

低いこと、行政の指示が多く、査察や評価の公開にさらされるストレスも高いこと、教員

の資格を得るためには普通の大学卒業よりも 1 年余計にかかることなどがある。そのため、

教員養成コースを終了しても教員ならない学生が多く、現職の教員でも転職を希望する者

が多いようである。 

カリキュラムの束縛が強くなったことを嘆き、改革前を古きよき時代と懐かしむ声も上が

っている。確かに、この改革により評価と公開という競争主義が教育界にもたらされ、生

徒、教師及び学校には大きなプレッシャーが与えられている。 

しかし、この新しいカリキュラム運営のシステムが高く評価できる点は、中等教育を最重

要視した姿勢にある。カリキュラムの作成が教育現場と大学が協力した深い教育研究に基

づいていること、カリキュラムの選択などの自由度が学校にあること、中等教育の教育内

容が就職や大学進学に直結していることなどは、日本のシステムには見られない素晴らし

い点である。政府・学校・教員・生徒・親のそれぞれの要求を最大限に満たそうとしてい

るこのシステムは、現在のイギリスの教育レベルの底上げに大きく貢献している。 
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イギリスの科学教科書の特徴 

小川慎二郎（桜蔭中学高等学校） 

 

＜教科書の選択＞ 

●教科書は以下のものを研究に用いた 

Framework SCIENCE（７・８・９年生）Oxford Univ.Press 

TWENTY FIRST CENTURY SCIENCE ‘GCSE SCIENCE’（１０年生）Oxford Univ.Press 

 

●教科書の選択は以下のように行なった 

イギリスの中学校は、７・８・９年生（キーステージ３）と１０・１１年生（２年間の GCSE

課程）の２段階に分かれるが、生徒全員が同じ内容を学ぶ必修の科学は１０年生が最後で

あるため、７・８・９・１０年生のものを対象とした。また、それぞれの教科書について

Foundation と Higher という２つのレベルのものが出版されているが、すべて Higher のもの

を選択した。どちらも章のタイトルは同じだが、節のタイトルは Foundation の方が疑問形

が多く、節の内容も写真が多く計算が少なくなっている。 

【１０年生】 

「TWENTY FIRST CENTURY SCIENCE（２１世紀科学）」は２００６年９月から始まった

新しいシラバスの中心的な教科書であるため、イギリス社会が義務教育最終段階の学習内

容として何を重要としているのかという主張が強く表れていると考え、その教科書を選択

した。 

【７～９年生】 

１０年生と連続したシラバスは存在しないが、１０年生の学習内容は、その前段階で基本

的な事項をしっかりと学習していることを前提としている。そのため、日本で手に入り、

オーソドックスな内容が入っている教科書として同じ出版社のフレームワークサイエンス

を選択した。 

 

１．目次の特徴 

 

＜ページ数と章立て＞ 

●２１世紀科学（１０年生） 

【全体の構成】 

２７２ページのカラー印刷である。全部で９章あり、生物、化学、物理（教科書の内容が

この順番）それぞれに関連する内容が３章ずつとなっている。物理の３つの章のうち「宇

宙の中の地球」は地学の内容であるため、生物３、化学３、物理２、地学１という比率で

ある。 

【１つの章の構成】 

平均で８節程度＋まとめの節からなり、１節は見開き２ページもしくは４ページのどちら

かである。 

 

●フレームワークサイエンス（７～９年生） 

【全体の構成】 

学年ごとに１６０ページ程度のカラー印刷の本がある。１学年の本の中に１２章あり、生

物、化学、物理それぞれに関連する内容が４章ずつとなっている。化学の章の「岩石と風

化」、「岩石のサイクル」、および物理の章の「太陽系とその向こう」、「重力と宇宙」
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は地学の内容であるため、３年間全体では、生物１２、化学１０、物理１０、地学２とい

う比率である。 

【１つの章の構成】 

平均で５節程度＋まとめの節からなり、１節はすべて見開き２ページである。 

 

＜教科書の内容＞ 

●２１世紀科学（１０年生） 

【章のタイトル】 

「健康の維持」、「物質の選択」、「放射線と生命」など、日常の生活と科学がどのよう

に結びついているかという視点を元に作られている。また、病気、健康、食品など、日本

の理科ではあまり扱わない内容を積極的に取り入れていることが分かる。 

【節のタイトル】 

そのまま授業のテーマになるようなタイトルがつけられており、何をその節で学ぶのかが

明確である。また、「物質の選択」の章の節が１．適切な材料を選ぶ、２．特性の検査、

３．機能のデザイン、４．抗菌タオルの使用は持続可能な方法か？、と構成されているよ

うに、なぜ科学を学習するのかという点を強く主張していることが分かる。 

 

●フレームワークサイエンス（７～９年生） 

【章のタイトル】 

「細胞」、「酸とアルカリ」、「力とその効果」など、基本的な科学の学習事項がタイト

ルとなっている。「固体、液体及び気体の粒子モデル」、「エネルギー資源」、「環境の

化学」など、日本でも実際の授業では扱っていることもあるが教科書の章にはなっていな

いような内容も１つの章として成立している。 

【節のタイトル】 

日本の教科書と似ており、学習する項目が並べてある。「力とその効果」の章の節が１．

力を感じること、２．摩擦とは何か？、３．停止！、４．それは水に浮かぶか？、５．科

学における重量、と構成されており簡潔に学習事項が並んでいるが、かなりのボリューム

がある。 

 

 

２．索引語の特徴 

 

＜物理分野＞ 

●索引語の個数は合計で３０７個であったが、項目によって登場する学年の分布傾向が異なっ

た。 

電磁気、波、運動とエネルギー、物質と原子の４つの項目について、学年ごとの索引語の

種類や個数、繰り返し登場する索引語の個数などから以下のようなことが分かった。 

【電磁気】 

燃料電池やＭＲＩなど身の回りで話題となるような語が出ている。また、ヒューズ、アナ

ログとデジタルの変換など実際の機器に関するものも多い。 

索引語は合計６９個で、１０年生５個、９年生２５個、８年生２２個、７年生２７個であ

った。７年生と９年生で電気回路の分野の検索語（電流計、電圧計、直列回路など）が７

個共通して登場している他は、異なる学年で共通する語はない。 

１０年生で登場するのは発電所や電力需要などの社会との関わりのある語であるのに対



 

- 24 - 

し、７～９年生では電気回路や発電方法などに関する内容がほとんどである。 

【波】 

透明物質と半透明物質、可視光と赤外、紫外などの光のスペクトル、物体の色と光、目の

構造など、物体がどのように見えるか、という視点で光の学習がされていることが分かる。

また、音に関しても音質や音色など、どのように聞こえるかということまで扱っている。 

索引語は合計５５個で、１０年生１２個、９年生４個、８年生３８個、７年生５個であっ

た。音と光の学習をする８年生で多くが登場しており、１０年生では電磁波や携帯電話な

どについて、９年生ではスピードガンについて、７年生では顕微鏡や発光体について少し

ずつ取り扱われている。 

【運動とエネルギー】 

エネルギーの学習が７年生から始まっており、扱われる語がとても多く、熱と温度や仕事

などの分野もエネルギー移動の観点から繰り返し取り扱われている。また、空気抵抗や流

線型の物体、物体の回転、モーメントなど実際の現象を取り扱うのに必要な語が多く見ら

れる。 

索引語は合計１３８個で、１０年生２１個、９年生７２個、８年生３４個、７年生４２個

であった。全学年で繰り返し登場する語句はなかった。７年生では基本的な測定技術、８

年生では状態変化に関するエネルギーの内容、９年生では運動とエネルギーの内容が主に

登場している。 

１０年生で登場する索引語は環境や材料関連のものであり、力学の分野のものではない。 

【物質と原子】 

状態変化の粒子モデルが７年生で取り扱われている。 

索引語は合計４５個で、１０年生４２個、９年生１個（質量保存）、８年生２個（原子、

放射線）、７年生１個（粒子理論）であった。原子核や放射線の内容は社会や健康との関

わりが多いため、１０年生で詳しく取り扱われている。 

 

＜化学分野＞ 

●索引語の個数は合計で２７９個であった。 

項目ごとの検討はしていないが、全体として日常生活に結びついた用語が多い。学年ごと

の索引語の個数や繰り返し登場する索引後の個数から以下のようなことが分かった。 

【１０年生】 

合計９１個で、そのうち１０年生だけで登場する語は５４個、４学年で毎回登場する語句

は２個（化学反応と燃焼）であった。 

【９年生】 

合計１３７個で、そのうち９年生だけで登場する語は９９個、７～９年生の前期中等教育

期間で毎回登場する語句は３個（化学反応と燃焼、化学エネルギー）であった。 

【８年生】 

合計５４個で、そのうち８年生だけで登場する語は２２個と少なかった。基本操作関連の

語句は７年生と８年生で登場するものが多く、他の物質名などはより上の学年で繰り返し

登場している。８年生だけで登場するのは、沸点や融点、温度、沈殿などの状態変化に関

する項目であった。状態変化についてはあとの学年では登場しても索引語とはなっていな

いものと思われる。 

【７年生】 

合計７１個で、そのうち７年生だけで登場する語は４２個とやや多く、粒子理論や溶液、

酸、ろ過など基本的な内容であり、あとの学年で登場しても索引語となっていないものと

思われる。 
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＜生物分野＞ 

●索引語の個数は合計で５０４個と非常に多い。 

分類や進化に関する用語は一通り扱われている。動物と植物の構造に関する用語はバラン

スよく同程度扱われている。食事や植物の生産、病気、医療、遺伝子とその技術など、生

活と結びつきの強い内容が多く登場しているのが特徴である。 

項目ごとの索引語の個数は検討していないが、全体で学年ごとの索引語の個数や繰り返し

登場する索引後の個数から以下のようなことが分かった。 

【１０年生】 

合計２１０個で、そのうち１０年生だけで登場する語は１５６個と非常に多く、健康、食

品、遺伝などに関する語が主である。４学年で毎回登場する語句は２個（捕食動物と呼吸）

であった。 

【９年生】 

合計１８０個で、そのうち９年生だけで登場する語は１３４個と非常に多い。７～９年生

の前期中等教育期間で毎回登場する語句は上記の２個だけであった。 

【８年生】 

合計８８個で、そのうち８年生だけで登場する語は５０個であった。 

【７年生】 

合計１２１個で、そのうち７年生だけで登場する語は８６個であった。 

 

＜地学分野＞ 

●索引語の個数は合計で１５５個であった。 

宇宙の誕生と歴史に関する用語が多く登場している。「大気・海洋」の項目では日常の天

気に関する用語がなく、環境関連の用語が目立つ。また、「地球の構成」の項目では資源

に関する用語が多く扱われている。 

項目ごとの検討はしていないが、全体で学年ごとの索引語の個数や繰り返し登場する索引

後の個数から以下のようなことが分かった。 

【１０年生】 

合計７３個で、そのうち１０年生だけで登場する語は５４個、４学年で毎回登場する語句

は１個（地球）であった。１０年生で登場する索引語には宇宙関連の語が多い。 

【９年生】 

合計５１個で、そのうち９年生だけで登場する語は３０個であった。 

【８年生】 

合計３２個で、そのうち８年生だけで登場する語は２２個であった。 

【７年生】 

合計３２個で、そのうち７年生だけで登場する語は１９個であった。 

 

＜科学と社会分野＞ 

●索引語の個数は合計で４３８個と非常に多い。 

項目ごとの検討はしていないが、全体で学年ごとの索引語の個数や繰り返し登場する索引

後の個数から以下のようなことが分かった。 

【１０年生】 

合計２６１個で、そのうち１０年生だけで登場する語は２２７個と非常に多く、全ての分

野にわたって新聞に出てくるような語が多く登場している。４学年で毎回登場する語句は

ないが、８～１０年生で共通して出ている語は２つ（食事、喫煙）であった。 
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【９年生】 

合計１３１個で、そのうち９年生だけで登場する語は１０１個と多い。１０年生以外の学

年と共通している語は少なく、酸性雨、化石燃料、ウイルス、バランスの取れた食事など

であった。７～９年生の前期中等教育期間で毎回登場する語句はない。 

【８年生】 

合計３４個と少なく、そのうち８年生だけで登場する語は２３個であった。 

【７年生】 

合計５７個で、そのうち７年生だけで登場する語は４７個であった。 

 

＜人名＞ 

●索引語の個数は合計で４６個であった。 

１０年生１８個、９年生２２個、８年生２個、７年生５個であった。ニュートンが８年生

と９年生で繰り返し登場している。 
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フランスの義務教育における科学教育の概要 

 

                 石渡 正志（千葉経済大学附属高等学校）  

 

１，中等教育の概要 

 フランスでは義務教育期間は 10 年間であり，初等教育が５年間，前期中等教育（コレ

ージュ）が４年間，そして後期中等教育（リセ）の３年間のうち最初の１年間までが義務

教育である。 

 

中等教育の具体的状況については，以下に引用した通りである。 

 

「前期中等教育は、４年間中学校で行われる。この４年間の観察・進路指導の結果に基づ

いて、生徒は後期中等教育の諸学校・課程に振り分けられる。中学校の第３、第４学年で

は、通常の一般課程のほかに技術教育を中心としたコースも設けられており、将来の進路

にあわせた学習コースが存在する。このコースは、職業高校に設けられていることもある。

前期中等教育の最後にこれまでの成績によって前期中等教育修了証（Brevet des colleges）

が授与されるが、これは高校に進学するために必要不可欠なものではなく、高校受験は存

在しない。 

後期中等教育は、３年間高校で行われる。通常の普通課程の高校では、２年次から理数系

・経済系・文化系とコースが分かれ、卒業時にはそれぞれのコースに応じたバカロレアを

受験する。バカロレアは国家資格であり、後の高等教育に進学するための必要不可欠な資

格である。理論上は生徒は自分の希望によってどのコースを選択してもよいことになって

いるが、成績の良い生徒はほぼ全員理数系コースを選択する。というのは、グランゼコー

ル等に進学するエリートはほとんどが理数系コースのバカロレアを取得しており、理数系

の社会的評価が非常に高いためである。」 

（内閣府経済社会総合研究所編「フランスとドイツの家庭生活調査」（平成 17 年）より） 

 

 グランゼコールは，国家レベルのエリートを輩出する高等教育機関であり，そこに進学

を希望する生徒のほとんどが理数系コースを選ぶというのは日本とは全く異なった状況で

ある。 

 

 ２．科学教育の概要 

 フランスでは，日本と同様に国の学習指導要領があり，各教科の内容や授業時間数が定

められている。1960 年以降５～10 年程度の短い期間で科学教育の改革を行ってきている。 

●初等教育 

幼稚園年長から２学年まで科学という教科はなく，歴史・地理に関する分野と科学・技

術に関する分野で構成される「世界を発見する」という領域で科学教育の基礎が行われる。

授業時間数は週あたり 180 分～210 分である。そのうち科学・技術（数学を除く）に関係

する内容は，物質，生き物の世界，物と材料，情報通信技術である 

 ３学年から５学年では「実験科学と技術」という教科があり，授業時間数は週あたり 150

分～180 分である。内容は，生き物，人体，健康，空と空気，地震・火山，ものとメカニ

ズム，情報となっている。 

●中等教育 
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 中等教育から科学教育は「生命・地球科学」と「物理・化学」に分かれる。また，それ

とは別に「技術科」が設けられる。中学（前期中等教育）１年（６学年）は生命・地球科

学および技術がそれぞれ週 90 分を標準として行われる。中学２，３年（７，８学年）から

は物理・化学も入り，生命・地球科学，技術とともにそれぞれ週 90 分～150 分行われる。

中学４年（９学年）では物理・化学は週 120 分，生命・地球科学は 90 分，技術が 120 分で

ある。高校（後期中等教育）１年（10 学年）では物理・化学は週 120 分～210 分，生命・

地球科学は週 30 分～120 分となる。（以上，初等中等教育の概要は，国立教育政策研究所

「教科等の構成と開発に関する調査研究 研究成果報告書(25) 諸外国の教育課程（２）

－教育課程の基準及び各教科等の目標・内容構成等－」を要約） 

フランスでは 2004 年以降，教育に関する法律に大きな改正があり，上記の内容は変化し

ていく可能性もある。新しく成立した「教育法典（法律の部）」の「第２章第２節 学校

教育の目的及び使命」には，義務教育の目的として「市民権を自由に行使できるようにす

る人文的科学的教養」の獲得があげられている。市民としての科学的リテラシーの育成を

目指す教育が今後充実していくと考えられる。 

  

 

【文献】 

 内閣府経済社会総合研究所編，「フランスとドイツの家庭生活調査」，平成 17 年 

 国立教育政策研究所，「教科等の構成と開発に関する調査研究 研究成果報告書(25) 

諸外国の教育課程（２）－教育課程の基準及び各教科等の目標・内容構成等－」，平成 19

年 

 文部科学省，「データからみる日本の教育 2006」，平成 18 年 

 文部科学省，「フランスの教育基本法－「2005 年学校基本計画法」と「教育法典」」，

平成 19 年 

 理科教育学研究会編，「理科教育の基礎と新たな展開」，東洋館出版社 1998 
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義務教育は６～16 歳の 10 年で，そのうち初等教育は，小学校で５年間行われる。 

前期中等教育は，コレージユ（４年制）で行われる。このコレージユでの４年間の観察・進
路指導の結果に基づいて，生徒は後期中等教育の諸学校・課程に振り分けられる（いわゆる高
校入試はない）。 
第３，４学年では普通教育課程のほかに技術教育課程などで将来の進路に合わせた学習内容が
提供される。技術教育課程は職業リセに設けられる場合もある。 
   後期中等教育は，リセ（３年制）及び職業リセ（２年制。職業バカロレア取得を目指す場合
は２年修了後さらに２年の計４年）等で行われる。 

高等教育機関に入学するためには，原則として「バカロレア」（中等教育修了と高等教育入
学資格を併せて認定する国家資格）取得試験に合格し，同資格を取得しなければならない。 

 
 

（※上記図および文章は『教育指標の国際比較（平成 19 年版）』（文部科学省）から必要な部
分のみ引用した。） 
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フランスの科学教科書の特徴 

 

                 石渡 正志（千葉経済大学附属高等学校）  

 

フランスは日本の中学校にあたるコレージュの４年間（１年生は日本の小学校６年生に

あたる）とリセ段階（高校）の１年生までが後期義務教育にあたる。ただし，リセ段階は

実質複線型となること，またメジャーな教科書が特定できないため，コレージュの教科書

のみを分析対象とした。 

 

フランス Nathan 社の中学理科教科書は全 7分冊で「物理・化学編」が３分冊，「生命・

地球科学編」が４分冊となっている。コレージュの１年生は生命・地球科学のみを学び，

２年生から４年生まではどちらも学ぶ。日本と同様，１分野，２分野分冊の学年対応版で

ある。 

 

１．目次の特徴 

以下にフランスの教科書の目次を日本の教科書と比較して特徴的な点をあげる。 

 

＜物理・化学編＞ 

 中学２年は「電流」と「物質」 

中学３年は「電流」，「物質」，「光」 

中学４年は「電気」，「化学」，「力学」，「光学」 

という大単元によって構成されている。２年は全 13章，３年は全 15 章，４年は全 17章か

らなる。 

○物理分野 

日本に比べると電気のウエイトが大きく，力学のウエイトが小さい。光について全体で

５章をさいて非常に詳しく扱っている。 

光との関連で，太陽，地球，月（天体の動きや食）が物理分野で扱われている。 

○化学分野 

 日本では扱われていない「使用後の水の処理」「クロマトグラフィー」が小単元として，

「飲み物としての水」「天然の物質または合成物」が章として大きく扱われている。日本

では高校化学Ⅱの内容である有機物についても１章があてられている。 

○その他 

中学２年，中学３年の教科書には章ごとにコラムがあり，例えば「どのランプが私達の

家を照らす？」「どのようにショートから自分を守るのか？」「自家用酒蒸留機はどのよ

うに働くのか？」「なぜ空気が汚される？」など，生徒の関心を引き，生活上役に立つ知

識が取り上げられている。 

電流回路の内容で「法則をよく知る」，混合物と純物質の内容で「固有のモデル」とい

う章があり，科学の方法を学ばせる意図が読み取れる。 

 

＜生命・地球科学編＞ 

 全体として，「多様性・環境」「健康・生命」のウエイトが非常に大きい。また「食品

・農業」の学習が行われている。日本ではこれらのうち「健康・生命」は保健体育科で，

「食品」は技術・家庭科で補填されているが，「多様性・環境」「農業」の学習は日本で
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はほとんど行われていない。 

学年ごとにそれらに関する章を取り上げると以下のようである。 

○小学校６年（全 10章中５章。番号は 10 章のうちの章番号を示す。以下同様。） 

・多様性・環境の概念を強調している章 

 １．環境における生物の分類 

  ２．ある環境の植林 

 10．生物の多様性，類似性，単一性 

・食品・農業の学習を含めている章 

 ８．飼育と耕作で食糧を作る 

  ９．検査される食品の変化 

○中学校１年（全 12章中８章） 

・健康と生命の学習を含めている章 

 パート１ 身体機能と健康（全６章） 

 パート２ 人類の生命の伝達（全２章） 

○中学校２年（全９章中３章） 

・地球・生命の歴史を扱っている章 

 パート２ 生命の歴史，地球の歴史（全２章） 

・多様性・環境の概念を強調している章 

  パート５ 環境の中の生物（全１章） 

○中学校３年（全 13章中８章） 

・多様性・環境の概念を強調している章 

 パートＡ 人間の統一性と多様性（全３章） 

・健康と生命の学習を含めている章 

 パートＢ 身体の保護（全３章） 

 パートＣ 10 章 食品と健康（全１章） 

・社会的問題で健康・環境を扱っている章 

 パートＥ 人間の責任：健康と環境（全１章） 

 

 

２．索引の特徴 

＜物理分野＞ 

波に関して，日本では中心的な内容となっている虚像、実像、焦点距離は他国と同様索

引語として出てこない。運動とエネルギーや電気と磁界については，基本的なことを取り

上げていて，特徴的な用語は見られない。 

＜化学分野＞ 

物質の構成に関しては，日本とあまり変わらない基本的なことを取り上げている。物質

の種類と性質や生活と物質の内容では，重合，縮合，ポリマーやナトリウムランプなどが

取り上げられ，生活に密接に関わる物質とその原理について教えられていることがわかる。 

＜生物分野＞ 

中学１年（６学年）の生命・地球科学の教科書には索引語のページがない。そのため，

一覧表では，索引語の代わりに目次の中にある用語を抜き出して「中１目次語」として示

してある。中学１年では，環境および季節と生物，種子と胞子，植林と人間，生物の成分

と養分，食料生産（飼育と耕作），食品生産と検査，生物の多様性と分類，細胞について

扱っており，それに関する用語は教科書の内容に比して少なくなっている。 

生物体の構造に関しては，１年で細胞を扱っており，２年で人体の構造，４年で健康と

性を学習するという，理解しやすい流れになっている。日本では保健体育で学ぶ用語がた

くさん取り上げられている。生命現象と物質に関する用語についても食事に関する用語が
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多く，日本の家庭科の内容が含まれている。生命の連続性に関しては，遺伝に関する用語

が他の国よりも少ない。それに対し，人間の生殖医療（避妊や妊娠）に関する用語が多い。

環境と生物の反応に関しては，保健体育的な用語が多い。生物の集団と生物の分類に関わ

る内容は１年で多く扱われているため用語は少ないが，教科書の内容としては多い。進化

に関しては用語が少ない。 

＜地学分野＞ 

生物分野同様，中１に検索語がないため，代わりに目次の中にある用語を抜き出して「中

１目次語」として示してある。中学１年での地学分野は土壌の学習程度である。 

「地球の構成」では岩石の組織など地質学に関する用語が多く扱われている。また，ア

セノスフェアやリソスフェアなど，新しい動的な地球観に関する用語が多く取り上げられ

ている。「宇宙の構成」では太陽系の天体の名称だけが取り上げられている。「大気・海

洋」に関しては日常の天気に関する用語が簡単に取り上げられている。 

 

３．全体を通して 

 フランスは，学習指導要領を国が決め，教科書にも認定制度があるため，制度的には日

本に近い。そのためか，学習の内容も基本的なことに絞って確実に習得させるような方向

性が感じられる。ただし，内容としては保健，農業と食，環境，生物多様性に大きなウエ

イトを置いていて，日本とは大きく違っている。目次を見る限りでは，日本の教科書より

子どもが関心を持つような内容となっている。 
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フィンランドの義務教育における科学教育の概要 

 大谷康治郎（千葉経済大学附属高等学校） 

 

1. フィンランド共和国に関して 

フィンランド共和国は、1917 年 12 月 6 日にロシアより独立した。面積は 33.8ｋ㎡（日

本より少し小さい）、人口 528 万人(2006)、首都はヘルシンキであり、公用語はフィンラ

ンド語とスウェーデン語（全人口の約 5.5％）である。1995 年に欧州連合に加盟した。機

械金属、電気機器、林産業などの工業先進国である。 

 

2. フィンランドの教育課程とその特徴 

右表は、フィンランド教育省のホームページより引用した教育課程である。初等教育

（7-16 歳）は義務教育であり、前期の 6年間は原則学級担任制、後期の 3年間は教科担任

制である。中等教育機関は高等学校（大学入学資格を得る）と職業教育学校（職業資格を

得る）にわかれる。初等教育を終えた生徒は適性・能力により、5割強が高等学校、4割程

度が職業教育学校に進学する。なお、初等教育の後、学力や進路のために生徒が自発的に

履修できる第 10 学年（追加教育）がある。高等教育は、大学、専門大学で行われる。なお、

教育費は原則として無償である。フィンランドでは、1990 年以降、教育内容の権限委譲（つ

まり、国家から地方自治体・学校などへ）が実施された。具体的には、教科書検定の廃止

（1992）、カリキュラムの大綱化(1994)などである。 

 

3. フィンランドの初等教育における理科の取扱い 

3-1．「国家カリキュラム大綱」教育課程表(2004)理科関係     

科目 
学年 

合計 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

環境（初等理科） 9     

31 

 

生物・地理（地学） 

  

3 7  

物理・化学 2 7  

健康教育   3  

注 1 環境（初等理科）では、自然環境・博物学的内容を扱う  

注２ 理科には、物理、化学、生物、地理（地学も含む）の他、健康教育（保健領域）が加わる 

注３ 1 単位で 35 回授業。1 回の授業時間は 45 分        

 

3-2．中学校理科関係教科書 

 人口 500 万人強のフィンランドでは、教科書会社は WSOY 社（ヘルシンキ市）と OTAVA

社（ヘルシンキ市）の 2 社がある。WSOY社のシェアが高い。教科書は学年毎ではなく、そ

れぞれの領域で構成されている。生物領域では、「生命と進化」、「森」、「水」、「人

間」という 4種類の教科書がある。 

 教科書には、日本の教科書に見られる「探究活動」という取扱いはない。しかし、教科

書に準拠した問題集（ワークブック）、実験・観察書（探究活動集）が別に存在している。 

物理「物質とエネルギー物理教科書」Aine ja energia FYSIIKAN TIETOKIRJA, WSOY.2001 

化学「物質とエネルギー化学教科書」Aine ja energia KEMIAN TIETOKIRJA, WSOY.2001 

生物「生命と進化」Elämä ja evoluutio, 森「Metsät」, 水「Vedet」, 人間「Ihminen」, 

WSOY.2005（地理に関しては、日本の社会科科目に相当するため、除外した） 
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http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjeste

lmae/liitteet/finnish_education.pdfより引用 

 

 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/finnish_education.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/finnish_education.pdf


 

- 35 - 

フィンランドの科学教科書の特徴 

 

大谷 康治郎（千葉経済大学附属高等学校） 

１．目次の特徴 

 

１）物理 Aine ja energia FYSIIKAN TIETOKIRJA, WSOY.2001（全 297 頁） 

「物理の体系」、「熱エネルギー」、「運動と力」、「運動とエネルギー」、「電気」、

「自然界の構造」の７章で構成されている。ここでは、他国の教科書に見られない単元で

ある「物理の体系」と「自然界の構造」に関して簡単に述べる。 

「物理の体系」では、物理の世界（物理学とはどのようなものか）ならびに測定とは何

かを学習する。「自然界の構造」では、物質の構造（銀河系→銀河→太陽系→地球→ヒト

→分子→原子→原子核→陽子などの階層構造）、放射線の性質、利用、人体への影響、天

文学を学ぶ。物質の詳細な階層構造が義務教育段階で取扱われている。原子の構造などは、

日本の高校化学Ⅰと同等なレベルが取扱われている。 

 

２）化学 Aine ja energia KEMIAN TIETOKIRJA, WSOY.2001（全 306頁） 

 単元は、「化学の研究」、「物質と反応」、「大気と水」、「物質の化学」、「有機化

学」、「金属の化学」、「製品の一生」、「自然環境と実験室での（化学）反応」の８章

から構成されている。日本では扱われないイオンが他国同様に取扱われ、周期律表も教科

書に掲載されている。大気と水の循環という日本では地学領域で扱われる内容（実際には

ほとんど扱われていないが）も化学の領域となっている。有機化学では、構造式も扱って

いる（日本の高校化学Ⅰレベル）。 

 他国には類を見ない「製品の一生」という単元では、日常生活と化学の関連、フィンラ

ンドの基幹産業であるパルプに関して材木からパルプができるまでの生産工程とそのリサ

イクル、化粧品、世界的に有名なフィンランドの陶器やガラス製品の生産工程が紹介され

ている。「自然環境と実験室での（化学）反応」では、自然環境に関して、環境問題（硫

黄酸化物、窒素酸化物など）や温室効果などの環境教育的側面が科学的に取扱われている。

実験室に関しては、初歩的な分子量の概念（モル）が取扱われている。 

 

３）生物 

 生物関連の教科書は 4種類あるので、それぞれについて具体的に述べる。 

3-1．生物と進化 Elämä ja evoluutio, WSOY.2005（全 136頁） 

 本教科書は 4 章から構成されている。1 章「生物の特徴」では、生物とは何か、どのよ

うな環境で生物は生活しているかという単元の後に、「細胞」、「代謝」、「生殖」の各

単元が取扱われている。第 2 章「生物の分類」では、分類学の基本として、種、属を学習

する。バクテリアとウイルスのちがいも内容となっている。第 3 章「生命の物語」では、

生物進化を学習する。日本以外のすべての教科書に生物進化が登場している。フィンラン

ドでは、教科書の書名に「進化」という言葉があることからもわかるようにかなり詳細な

内容まで取扱っている。学習内容は、化石、地球誕生から現在までの進化（地球の変遷を

含む）、人類の進化、生物の多様性となっている。生物進化では、細胞内共生説も取扱わ

れている。なお、生物進化のしくみに関する単元はないが、自然選択、突然変異は学習内

容となっているため、取扱いは可能であろう。分析に使用した教科書で、義務教育段階で

生物進化の取扱いがない教科書は、日本だけであった。 
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3-2.森 Metsät, WSOY.2005（全 174 頁） 

 本教科書は、「自然とは何か」、「生産者」、「分解者」、「消費者」、「変化する森

林」、「山（ラップランド地方の）」、「湖沼」の 7 章から構成されている。生態学が本

書のベースになっているが、取扱いはそれだけに留まらず、5 章では「人間は森林からど

のように利益を得るか」という内容がある。具体的な内容としては、「多様な商業林」、

「森林ゲーム（ネイチャーゲーム)）、「キノコとベリー」、「森林のリクリエーション活

用」がある。狩猟権という言葉も取扱われている。また、ラップランド地方の山の生態系

を学習する「山」、湖沼生態学の基礎を学ぶ「湖沼」という内容は、フィンランドが「 metsien 

ja järvien maa = 森と湖の国」であること言われることをまさしく示す内容となっている。 

 

3-3．水 Vedet, WSOY.2005（全 156 頁） 

 本教科書は、「自然とは何か」、「生産者」、「消費者」、「分解者」、「循環する水」、

「バルト海」も 6 章から構成されている。水圏に関する生態学が取扱われている。季節ご

との水の循環を生物の生活と関連させる内容もある。生物領域と地学領域がうまく関連付

けられた構成となっている。水生昆虫、水生無脊椎動物（フィンランドの夏はザリガニが

名物料理であるためか、ザリガニに関して 3 頁も記述）から脊椎動物までの生物の水圏に

おける生態が詳しく取扱われている。6 章の「バルト海」では、バルト海の水圏生態系、

流入する河川、河口デルタ、隆起などが取扱われている。また、漁業権に関する内容もあ

る。 

 

3-4．ヒト Ihminen, WSOY.2005（全 180頁） 

 本教科書は、「細胞」、「運動」、「物質交代」、「恒常性」、「反応」、「（生体）

防御」、「生殖」、「遺伝」、「ヒトの一生」の 9 章から構成されている。生理学的な内

容は詳細に取扱われている。また、健康教育という側面もあり、人体への煙草の影響など

の内容も取扱われている。特に、生殖の単元では、性成熟とホルモンに関する科学的内容

の後、「セックスの責任、セックスの楽しみと喜び、性的な被害、避妊は互いの責任、性

病」などの各単元が配列する。その上で、ヒトの妊娠・出産などに関して学習する。また、

「遺伝」では、ＤＮＡの二重らせん構造、遺伝子はどのように形質を発現するかという分

子生物学の初歩的内容の取扱いもある。 

 なお、第 9 章「ヒトの一生」の最終単元は「幸せな人生」となっており、社会学的な側

面も取扱われている。 

 

４）まとめ 

 以下に、フィンランドの教科書単元分析から明らかになったことを整理する 

・ 教科書に内容が詳細かつ豊富である（教科書検定はない） 

・ 「生徒の主体的な学習をする援助する」という視点が教科書の随所に見られる 

・ 科学と日常生活、環境問題などに関連した内容となっている 

・ 生物領域の教科書は細分化されている。取扱われる内容は、生物学的な知識だけでな

く、フィンランドの自然に関するものが具体的な内容として随所に取扱われている 

・ 「ヒト」という教科書では、生物学として人体学習の他、健康教育や社会学的な側面

も取扱われている 

・ すべての教科書の中で、STS 教育（サイエンス、テクノロジー、社会）の視点が散りば

められていた 
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２．索引の特徴 

 

１．物理 Aine ja energia FYSIIKAN TIETOKIRJA, WSOY.2001（全 297 頁） 

「物理の体系」、「熱エネルギー」、「運動と力」、「運動とエネルギー」、「電気」、

「自然界の構造」の７章で構成されている。索引に登場する語は、ほとんどの項目で

もっとも多かった。特に「物質と原子」に関する項目では、高度な科学用語が掲載さ

れている。原子力発電を行っている同国では、義務教育の科学教科書にその取扱いが

あり、核（融合）反応、原子核分裂をはじめ、放射線利用、 

放射線療法、放射能ハザードなどが登場する。 

 

２．化学 Aine ja energia KEMIAN TIETOKIRJA, WSOY.2001（全 306 頁） 

 単元は、「化学の研究」、「物質と反応」、「大気と水」、「物質の化学」、「有

機化学」、「金属の化学」、「製品の一生」、「自然環境と実験室での（化学）反応」

の８章から構成されている。索引に登場する語は、他国と比較しても多い。「物質の

種類と性質」に関する語は、最も多く 67 項目であった。フィンランドでは有機化学を

取扱っているため、他国と比較しても有機化合物が多く登場している。 

また、同国の有名な陶磁器産業に関連して、セラミックやゼオライトも扱われている。

また、「生活と物質」に関連して、オゾンホール、温室効果、温室効果ガス、リサイ

クル、リサイクルプラスチック、リサイクル繊維など地球環境や環境問題に関連する

用語が扱われている。 

 

３．生物 

 生物関連の教科書は以下の 4 種類あるが、具体的な項目を取り上げる。 

3-1．生物と進化 Elämä ja evoluutio, WSOY.2005（全 136 頁） 

3-2.森 Metsät, WSOY.2005（全 174 頁） 

3-3．水 Vedet, WSOY.2005（全 156 頁） 

3-4．ヒト Ihminen, WSOY.2005（全 180 頁） 

「生物進化」  進化、種、個体群、原核生物、自然選択、突然変異、 

「代謝」    ミトコンドリア、発酵、化学合成、 

「遺伝子工学」 ＤＮＡ、クローン、プラスミド、ＤＮＡの相補性、 

「健康」    抗生物質、ペニシリン、恒常性、ホルモン、神経伝達物質、生態防

御、生成熟、セックス、性病、避妊、性的被害、妊娠、性染色体、

老化、アドレナリン、脳幹、脳下垂体、糖尿病、拡張心筋症、避妊、

避妊具、勃起、エストロゲン、 

フィブリン、同性愛者、拒絶反応、エイズ 

「生態」    生態的地位、生態系、生態ピラミッド、漁業権、競争、変態、独立

栄養、従属栄養、個体数、食物連鎖、食物網、富栄養化、なわばり、

外来種、変温躍層、ｐＨ、狩猟権、国立公園、陽生植物、陰生植物、

外来種、毛皮獣、ツンドラ、タイガ、求愛、外来種、なわばり、菌

根、共生菌 

ここに取り上げた科学用語は、我が国の中学校理科教科書では登場しない。また、

我が国で多くの高校生が履修する生物Ⅰ（約 60％強が履修）では、「生物進化」、「遺

伝子工学」、「生態」は取扱われない。また、履修率が 10％台の生物Ⅱでは、「生物

進化」と「生態」は選択項目となっている。 
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韓国の義務教育における科学教育の概要 

 

                      三石初雄 

（東京学芸大学・教員養成カリキュラム開発研究センター） 

 

 はじめに  －欧米に限らず東アジア地域でも学校教育改革が－ 

 学校教育の改革が様々な場面・レベルで話題になっているが、それは日本に限られた

ことではない。日本の様々な分野に影響力を持っているアメリカ合衆国では、米連邦政

府報告書『危機に立つ国家』提出（1983 年）に次いで、全米州知事の｢教育サミット｣実

施（1989 年）、「教育スタンダード」策定（1991 年）、これを州ごとに作成しなおした

「カリキュラムスタンダード」の設定・実施・評価点検が進んでいる。またイギリスで

は「ナショナルカリキュラム」導入・改訂と全国学校テスト実施（1988 年「教育改革法」

以降）、フランスでの地方分権化を促進する「新教育基本法」（1989 年）の制定、イタ

リアでの「学制」改革（1999 年改革法の成立）等、教育改革が連鎖しているかにみえる。 

このような欧米の学校教育改革に範をとるかのように、東アジア地域でも学校教育等

の改革が進んでいる。例えば、近隣諸国の学校教育関連政策や日本の学習指導要領に類

する施策をあげると次のようになっている。中国では 2001 年 7 月に「基礎教育課程改革

綱要（試行）」を発表するとともに同年に義務教育段階の「課程標準（実験稿）」を、

高等学校段階の「課程標準（実験稿）」を 2003 年 4 月に提出・実施に移している。台湾

では、内閣直属の教育改革審議会を 1994 年 9 月に設置し、1995 年教師法公布、「国民教

育段階九年一貫課程總稿綱綱要」草案を 1998 年に公表し、それに基づく「国民小中学校

九年一貫課程綱要」を 2003 年１月から 3 月にかけて布告（2004 年から全小・中学校で実

施）している。韓国では教育基本法とともに、「初等・中等教育法」「高等教育法」を

1998 年 3 月に施行し、第７次教育課程改訂を 2000 年 3 月に実施、2006 年 8 月には第 8

次教育課程改訂案を提示している。また、東南アジア地域に位置するタイでは、1999 年

8 月に国家教育法制定、2001 年 11 月に「基礎教育カリキュラム」を制定（2003 年度から

移行実施、2005 年で全面実施）している。つまり、世界の様々な国で教育・学校教育改

革が行われており、世界各国で教育問題が「重要」政策の一環として位置づけられてい

る。 

 ところで、我が国では、臨時教育審議会（1984-1987 年）以降の諸改革は大規模な展開

を見せている。とりわけ、1992 年度からの改訂学習指導要領（全面実施）では、小学校

の低学年社会科と理科を廃止し、生活科を新設している。生活科設置の是非論の中で、

生活科が韓国の教育課程と類似しているという指摘もなされていた。 

それは、1992 年度から韓国の小学校低学年１-２年で「正しい生活」「賢い生活」「楽

しい生活」という教科が実施されることを指していた。しかし、これら「生活」に関連

する低学年の教科再編は、この時にはじまったものではなく、かつ安定的な教育課程編

成によるものではなかった。というのは、例えば「賢い生活」は、1981～1987 年度に実

施された韓国第４次教育課程期では小学校１年で「算数」と「自然」が統合され、1987

～1992 年度の第５次教育課程期には１-２学年での統合となり、1992～1997 年度の第６

次教育課程期には小学校１-２年の社会科と自然科を中心として教科が構成されていた。

しかし、この事例からもわかるように、韓国の学校教育カリキュラムが、我が国のもの

と一定の類似性を持っていることが予想される。総体として、また実際の実施過程につ

いては別途調査・研究する必要があるが、ここでは近年の韓国の学校教育カリキュラム

の改革動向を「科学科」に限って見てみたい。  
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１ 韓国の学校教育カリキュラムの改革動向 

韓国では、第二次世界大戦後に教育課程改訂を繰り返してきており、現行教育課程は

第７回目の教育課程である。ただ、韓国では次のような時期区分をしているので、簡単

に韓国の学校教育カリキュラムの変遷を示しておきたい。そこでは、我が国と類似した

変遷、特徴を散見することができる。 

韓国の学校教育の教育課程改訂の時期区分としては、「総履修時間数及び内容だけを

並べた簡単な教育課程」を提示した「教授要目」期は「準備期」であり、第１期とカウ

ントせず、次のような改訂期に区分している。 

０ 「教授要目」の時期(1946〜1954)  

１ 第 1 次教育課程の時期(1954～1963)  

２ 第 2 次教育課程の時期(1963～1973)  

３ 第 3 次教育課程の時期(1973～1981)  

４ 第 4 次教育課程の時期(1981～1987)  

５ 第 5 次教育課程の時期(1987～1992)  

６ 第 6 次教育課程の時期(1992～1997)  

 ７ 第７次教育課程の時期（1997～2007） 

（なお第７次教育課程の改訂版が 2007 年 2 月に改訂発表されている） 

 

現行の第７次教育課程期の改訂内容は、学校階梯毎に次のように編成されている。 

・「初等学校の教育課程は‘生徒の学習と日常生活に必要な基礎的な能力と態度の育成’

に重点をおいて改正され、①基本生活習慣の形成と基礎教育の充実、②裁量活動の拡大

と開かれた教育体制の確立、③学習負担の軽減と教科構造の漸進的拡大、④教科学習内

容の最適化と水準の調整、⑤教科及び領域の名称の変更、⑥統合教科概念の再定立を主

要改正内容とした。 

・中学校の教育課程は‘教科編成の調整と生徒、学校の自律性拡大のための裁量活動の新

設’に中心をおいて改正され、①裁量活動の新設、②情報化社会に適応できる創意性の

涵養、③世界化・開放化に対応する外国語教育の強化、④生徒の学習負担軽減、⑤特別

活動の内実ある運営、⑥教科名称の変更、統合を主要な改正内容とした。 

・高等学校の教育課程は‘生徒たちの能力、興味、適性、進路を重視した多様な選択科目

の開設と生徒中心の教育課程体制の確立’に重点をおいて改定され、①能力、興味、適

性、進路を考慮した多様な教科目の開設、②生徒選択中心の教育課程体制の導入、③多

様な類型の生徒の個人別教育課程運営、④生徒中心の教育課程の運営と学習負担の軽減、

⑤教育内容の社会的、個人的適合性を高めること、⑥特別活動運営の自律化、⑦同一選

択科目の履修単位の差等の増減の運用制度導入、⑧裁量活動の時間の最大限の確保、⑨

教育課程編成に教科群単位概念の導入などを重要な改正の内容とした。」（出典「韓国

における第 7 次教育課程（総則）の翻訳」『東京学芸大学諸外国の教科書・教育課程に

関する所蔵目録（その２）』(2004.3 教員養成カリキュラム開発研究センター) 

 このような各階梯での教育課程改訂のねらいをみると、学習者の興味・関心を重視し、

「学習負担」を軽減することや、教科学習での統合／総合化の導入、英語と情報に関す

る教育活動の重視等、日本での教育課程の改訂動向を共通している。しかし、韓国で 1

～10 学年までを「国民共通基本教育期間」とし、11～12 学年には選択教科（漢文、コン

ピュータ、環境）を課すようになっている点は大きな相違点といえる。 

また、以下の時間割表からは、①小学校低学年と中・高学年、中学校と高等学校 2～3

学年での教育課程が若干異なっていること、②小学校３学年から英語が必修であること、
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③裁量活動があり、そこで環境教育等の学校独自の学習活動を組めること、④日本より

も年間総時間数が若干多くなっていること、がわかる。ちなみに、理科の授業時間を見

ると、小学校６年では日本と韓国では 95 時間（年間 945 時間）と 102 時間（1088 時間）、

中学校３年では 80 時間（980 時間）と 136 時間（1156 時間）で、義務教育段階での総理

科授業時間数でみれば 640 時間と 782 時間となっている。 

 

ところで、韓国では、「水準別カリキュラム」という制度が取り入れられており、名

称が日本の「発展・補充の学習」に類似しているが、その導入と位置づけについては異

なる側面を持っている。 

韓国の「国民共通基本教育課程」の時間配当基準 

学校 学年

区 分 

     初 等 学 校  中 学 校  高等学校 

１   ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

 

 

 

 

教 

 

 

 

 

 

科   

国語 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

国語

210/238 

数学 

120/136 

正しい生活

60/68 

賢い生活 

90/102 

楽しい生活

180/204 

私たちは 1 年

生 80   

238 204 204 204 170 136 136 136  

選 

 択 

 科               

 目 

道徳 34 34 34 34 68 68 34 34 

社会 102 102 102 102 102 102 136 170 

数学 136 136 136 136 136 136 102 136 

科学 102 102 102 102 102 136 136 102 

実科   68 68   技術・家庭 

68 102 102 102 

体育 102 102 102 102 102 102 68 68 

音楽 68 68 68 68 68 34 34 34 

美術 68 68 68 68 34 34 68 34 

外国語

英語 

34 34 68 68 102 102 136 136 

裁量活動 60 68 68 68 68 68 136 136 136 204 

特別活動 30 34 34 68 68 68 68 68 68 68 8単位 

年授業時数 830 850 986 986 1088 1088 1156 1156 1156 1224 144 単位 

この表の国民共通基本教育期間に提示された時間数は 34週を基準した年間最小授業時間数で、1時間

の授業は初等学校 40分、中学校 45分、高等学校 50分を原則としている。 

            

２ 韓国の科学教育カリキュラムの改革視点 

 韓国の現行の教育課程の科学科のねらいは「探究能力や基礎概念、科学的態度の獲得を

通して科学的リテラシーを養うこと」であるが、その改革視点を整理すると次のようにな

る。 

 ①社会変化の動向に即した基礎的諸能力を獲得できるよう支援するカリキュラムをデザ  

インすること 

 ②国民共通基礎カリキュラムと選択中心カリキュラムのシステムを導入すること 

 ③学習内容の分量と水準を最適化することと、豊かな教育を生徒たちに提供するように  

多様化個別化されたカリキュラム（differentiated Curriculum）を導入すること 

 ④生徒の諸能力や態度、職業選択を考慮して、カリキュラムの内容と授業方法を多様化  

すること 
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 ⑤学校カリキュラムを編成し実施する際に、それぞれの学校の自律性を拡大すること 

 ⑥カリキュラム評価システムをつくることによって、教育の質的コントロールを強化す  

ること 

 

  このような改革視点をもとに、科学教育カリキュラムは次のように構成された。そこで

は、１学年から 10 学年までは「共通」的な科学教育を受け、高校 2～3 学年ではほぼ選択

的な履修体系となっている。 

 学校階梯  学年      教  科   内容の特徴  週時数 

初等教育 

（小学校） 

１～２ 

  ３ 

４～６ 

総合生活 社会科と総合された科学 

 

 

 ４ 

 ３ 

 ４ 

中学校 ７～９ 科学 総合科学；物理、化学、生物、

地球科学の章に分かれている 

 ４ 

高等学校     10 共通科学 統合科学とSTS  ３ 

11～12 生活と科学／物理Ⅰ

・Ⅱ／化学Ⅰ・Ⅱ／

生物Ⅰ・Ⅱ／地球科

学Ⅰ・Ⅱ／実験 

   ２年間で

４あるい

は６単位 

        

 

 

 

３ 科学教育カリキュラムの目的と実施上の特徴 

 この科学教育カリキュラムの目的としては、①探究を通して、科学的概念を理解し、日

常生活にそれを応用できること、②探究能力を強化し、日常生活にそれを応用できること、

③日常生活の問題を科学的に解決しようとする態度を持つために、自然現象と科学の学習

に関心と好奇心をもつこと、③科学は、技術と社会の発展に影響を与えているという認識

を持つこと、をあげている。 

韓国の第 7次「教育課程」の科学科の目標は次のように記されている。 

「自然現象と事物に対して興味と好奇心を持って科学の知識体系を理解し、探求方法を習

得して正しい自然観を持つ。 

㋐自然の探求を通して科学の基本概念を理解して実生活に活用する。 

㋑自然を科学的に探求する能力を培って実生活に活用する。 

㋒自然現象と科学学習に興味と好奇心を持って実生活の問題を科学的に解決しようとす

る態度を育てる。 

㋓科学が技術の発達と社会の発展に及ぶ影響を正しく認識する。」 

また、これらの目標について「認知的側面、探求過程側面、情意的側面、科学・技術・

社会との関係」で次のように説明している。 

「第一、認知的側面での目標は自然の探求を通して科学の基本概念を理解して実生活に

適用する。 

第二、探求過程側面で見ると、自然現象の探求を通して科学の基本概念を習得すること
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にその目的がある。 

第三、情意的な側面で学生たちが自然現象と科学学習に興味を持って自分の周りの問題

を科学的に探求して解決しようとする態度を持つようにすることにその目的がある。 

第四、科学・技術・社会との関係側面で科学が技術の発達と社会の発展に及ぶ影響を認識

することが重要な目標である。」 

 

 このように、韓国の科学教育は、「探究」と「日常生活」をキーワードにした選択的な

カリキュラムによって実施されているといえる。そして、この選択的なカリキュラムは「水

準別カリキュラム」といわれ、能力別編成も可能な設計となっている。 

しかし、中学校の「科学」の教育課程では、そのことを必ずしも全面展開するのではな

く、ある単元の末尾の時間に班・グループ別学習指導が推奨されている。そして 6 学年か

ら 10 学年においては、「個人の学習能力を強化し科学的な才能を示す選択的活動」をおこ

なう発展・深化コース（enrichment courses）と「教師によって指定されたキー概念を学

ぶ選択的活動」（supplementary courses）とにより、学習内容が区別されている。  

第 7 次の「教育課程解説 科学」の７学年(中学１年 12-13歳）の事例（抄）には、次

のような事項があげられている。 

（１）地球の構造    【発展コース】＝地球の構造の模型をつくる 

（２）光 

   a.日常生活の現象を見るために反射と屈折の観察、 

   b.プリズムと分光器を用いて拡散を観察する、そしてランタン装置による光の分析 

   【充実コース】＝全反射の観察 

（３）地球の表面    【発展コース】＝建物とグランドの内部の比較 

（４）三態変化     【発展コース】＝ドライアイスを用いた状態変化の実験 

（５）分子運動     【発展コース】＝ボイルの法則 

（６）細胞       【発展コース】＝ミドリムシの観察 

（７）エネルギー状態の変化 【発展コース】＝状態変化による熱を使った物事の発見 

（８）消化と循環    【発展コース】＝訓練と脈拍の関係の発見 

（９）呼気と吸気と排泄物【発展コース】＝呼吸器官の疾病と喫煙の関係の調査と討論 

 

これに即して教科書が作成されているわけであるが、教科書（金星出版社 後述）には、

この点が、具体的に「補充学習」と「発展・深化学習」という項目が設けられ、明示され

ている。その例をあげれば、次のような学習内容が用意されている。 

「１ 地球の構造」＝補充学習＝地球の構造を描く 

         ＝深化学習＝地球の構造模型作り 

「２ 光」    ＝補充学習＝光の屈折を観察する 

＝深化学習＝水中での全反射を観察する 」 
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韓国の科学教科書の特徴 

                      三石初雄 

（東京学芸大学・教員養成カリキュラム開発研究センター） 

 

 韓国の教科書は、中学校、高等学校においては、検定教科書であり、小学校の教科書が

国定となっているのとは、異なる位置づけとなっている。 

 その「科学」教科書のなかでで、多く使用されている『中学校 科学 １，２，３』（第

５版 金星出版社）をもとに、いくつかの特徴について触れてみたい。 

 １つは、教科書の構成についてである。1 年生の構成葉、以下の通りである。 

 

＜１年＞ 

Ⅰ. 地球の構造      Ⅱ. 光         Ⅲ. 地殻の物質  

Ⅳ. 物質の三態      Ⅴ. 分子の運動     Ⅵ. 生物の構成  

Ⅶ. 状態変化とエネルギー  Ⅷ. 消化と循環     Ⅸ. 呼吸と排泄     

Ⅹ. 力                   ⅩⅠ. 海水の成分と運動 ⅩⅡ. 波 

＜２年＞ 

Ⅰ. さまざまな運動    Ⅱ. 物質の特性     Ⅲ. 地球と星 

Ⅳ. 植物の構造と機能   Ⅴ. 刺激と反応     Ⅵ. 地球の歴史と地殻変動 

Ⅶ. 電気         Ⅷ. 混合物の分離 

＜3 年＞ 

Ⅰ. 生殖と発生      Ⅱ. 仕事とエネルギー  Ⅲ. 物質の構造 

Ⅳ. 水の循環と天気変化   Ⅴ. 物質変化の規則性   Ⅵ. 電流の作用 

Ⅶ. 太陽系の運動          Ⅷ. 遺伝と進化 

  

この章立てからわかることは、①かつて我が国における「現代化」教育時代の構成に似

ていること、②地球科学（地学）に関する学習内容が豊富に用意されていること、がわか

る。中学 1 年では、地球の構造、そして地殻について学習することに始まるとともに、物

質の三態、そして分子の学習、状態変化を学ぶようになっている。生物に関しても、生物

の構成(細胞)について学び、呼吸と排泄に関して学ぶ内容となっている。このように、一

定のまとまりを持った学習構成となっていることが特徴としてあげられよう。 

 また、③自然界を認識し、現象を把握していく際に重要な基本的概念についても、留意

されているように思われる。④そして「分子」「原子」「細胞」という重要概念を 1 年で

学ぶようになっている一方で、2 年生では、様々な運動（力とバネ、運動と力等）、植物

の構造（根、茎、葉、花と実等）や、混合物の分離（融点と沸点等）の内容が用意されて

いる。このような編成をとっている根拠については、今後探っていきたいことである。 
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これらは、次に示したような発達段階論ともいえる理解から、構成されているものと思

われる。次の表は、第 7 次「中学校教育課程解説 科学」から転記した。  

 

 ３∼５年生 ６∼７年生 ８∼１０年生 

単元の性格 現象中心 現象および概念中心 概念中心 

単元の量 6 時間/単元 8 時間/単元 17 時間/単元 

単元の数 １６ １２ ８（６） 

週当たり授業時間 ３時間 ３時間 ４時間（３時間） 

 

【表 1】年生による探求類型の深化発展 

探 求 探求要素            年生 3-5 6-7 8-10 

探求 

過程 

基礎探求 観察, 分類, 測定, 予想, 推理 等 ○○○ ○○○ ○○○ 

統合探求 
問題認識, 仮説設定, 変因統制, 資料変

換, 資料解釈, 結論導出, 一般化 等 
○ ○○ ○○○ 

探求活動 討議, 実験, 調査, 見学, 課題研究 等 ○○○ ○○○ ○○○ 

＊○印は、その学年でどの程度留意すべきかの度合いを示す記号である。 

 

ここには、韓国の科学教育理論が反映していると考えられるが、現時点ではほとんど検

討する知見を持ち合わせていない。先の「中学校課程標準解説 科学」には、ブルーム

（Bloom）やゴーウィン（Gowin）らの理論が援用されながら解説されている。これらの考

察については、今後の課題としたい。 
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オーストラリアの義務教育における科学教育の概要 

高木克仁（奈良県立青翔高等学校）  

１ はじめに 

筆者（高木）は幾人かの教員と 1996 年に西オーストラリア州の、1999 年にビクトリア

州の中学高校を計 5 校訪問し、さらに州教育省で科学教育の調査官からオーストラリアの

教育改革や科学教育の実情について聞き取り調査を行った。そこでは急速に進展する教育

改革を目の当たりにしたのである。 

オーストラリアの教育制度全体を図示すると図 1 のようになる。義務教育は 10 年でその

最終学年は日本の高校 1 年に相当する。ニューサウスウェールズ州やビクトリア州では他

の州よりも 1 年早く 5 歳で小学校に入学し、小学校準備教育（義務教育ではない）を 1 年

間受けるのが原則である。Year1 が小学 1 年生に、Year6 が 6 年生に、Year7 が中学 1 年生

に、Year10 が高校 1 年生にそれぞれ相当する。Year12 への残留率が全国平均で 1990 年の

50%が 1998 年では 72%に上昇している。こうした状況は教科のカリキュラムの改革はもち

ろんのこと、教育制度の改革となって現れている。 

オーストラリアでは学校教育に関する行政権限は州に属している。連邦政府教育省は

1994 年に「オーストラリア学校教育理科要綱（A Statement on Science for Australian Schools

以下 SSAS と略）」1)を発表した。SSAS は科学観、科学教育の目的、学習指導の方法、カ

リキュラム編成のための原則などを説明するとともに子どもの発達段階に応じた学習内容

を具体的に述べている。この SSAS は理科教育カリキュラム作成に関する国家基準を大綱

的に示したもので法的拘束力をもつものではない。これを受け、各州教育省は科学教育改

善の方向を探るための組織を立ち上げ、積極的にカリキュラムの開発を行った。 

ビクトリア州では 1995 年に州の公的機関 Board of Studies（教育研究委員会）が「カリキ

ュラムとスタンダードの枠組み(Curriculum and Standards Framework 以下 CSF と略)」2)を発

行し、学校教育においてすべての生徒が達成しなければならない学習結果 (learning 

outcomes)を明らかにした。これに基づいて各学校は詳細なカリキュラムを作成し、独自の

教育を行っている。 

 

２ オーストラリアの科学教育の特徴 

 オーストラリアの科学教育の目指すところは SSAS の「科学とは何か」、「科学教育の

目的」によく現れている。高橋氏の論文 3)を引用しながらその特徴を箇条書きにまとめる。 

（１）「科学とは何か」について 

 ①自然そのものが客観的に法則性を持ち、それを人間の主観が反映する立場に立つ科学

観で、科学の歴史も人間の歴史の一部分である以上そこに人間くささが付きまとうこ

とも指摘している。 

 ②科学は人間の本性にかかわって生まれるもので科学の方法、科学的な態度、価値観は

すべての人にとって強力な知識の源泉となるとしている。 

 ③科学は探究の方法であり、方法に関する学習は概念の学習と結合させなければならな

いとしている。 

 ④科学は人間生活を大きく変えてきたという認識の下、科学は地球的規模での活動であ

り地域の問題と地球規模の問題を統合するカリキュラムが必要としている。 

（２）「科学教育の目的」について 

 ①個人のレベルで 

   「すべての生徒」が科学によって自然を理解し、問題解決ができる力を育てること。 

 ②社会の一員として 
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   科学や公共の科学政策に関する討論と意思決定に参加したり、科学研究の成果を正

しく評価できる生徒を作ること。 

 ③卒業後の進路選択の準備として 

   科学的知識、科学の方法、科学的な態度に関する正しい理解は安定した生態系の上

に経済を順調に発展させるのに役立てることが可能であることと科学と技術の知識が

絶えず変化している世界にすべての生徒が対応できるように準備することが強調され

ている。 

このようにオーストラリアでは科学教育の目的をすべての生徒に科学を理解させることと

し、科学と日常生活との結びつき、職業との関係まで視野に入れている。 

 

３ ビクトリア州の CSF（カリキュラムとスタンダードの枠組み）と科学の教科書 

 CSF ではレベル 1～7 の各々の段階で 4 つの分野（自然の物質と合成物質、物理的世界、

地球と宇宙、生命と生活）についてカリキュラムを作るときのポイントと学習目標及び

それを達成するための具体例が述べられている。その中から、CSF における物理的世界

のサブストランド「力と運動」の学習結果（outcomes）は次の表のようにまとめること

ができる。レベル 6 における学習の到達点は力は加速度の原因であるというニュートン

的自然観を確立することである。以下、教科書の記述内容を紹介しながら「力と運動」

における学習結果の特徴を列記する 4)
 。 

①レベル１（就学前）やレベル 2（小１

～2 年）の段階でおもちゃを通して物

の動き方を見る学習や買い物籠を推

したり引いたりした経験から力が物

体に働くことを認識する学習が組ま

れている。これは物の動き方と力を関

連付ける学習の準備であり、子どもの

生活知、日常知を科学知へ引き上げる

前段階と位置づけられる。 

②レベル 3（小 3～4 年）では「力と運

動の変化」という言葉で日常的に見る

パラシュート、凧、帆、おもちゃなど

の動きを「述べる」学習が組まれてい

る。「述べる」学習は CSF における

科学教育のひとつの目的として掲げ

られている「科学の言語を使ってほかの人々に科学的な理解を伝えること」の具体

化であり、コミュニケーション能力の育成であることはもとより、見たことを言葉

で表現することを通じて物事の認識を促していると考えることができる。 

「力と運動」の学習結果（CSF より抜粋） 

レベル１ 

 

レベル２ 

 

 

レベル３ 

レベル４ 

レベル５ 

 

レベル６ 

回転、すべる、落下、飛ぶなど

のものの動きを認識する。 

押すことと引くことを確認す

る。 

押したり、引いたりしたときの

ものの動き方を述べる。 

力と運動の変化を関連付ける。 

速さ、距離、時間の関係を述べ

る。 

動いている車が受ける力を明ら 

かにする。 

力、質量、加速度、速度の関係

を述べる。 
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③押す引くなど水平方向の力を問題にしている。力の単位

として重力単位が用いられてきた経緯もあり、わが国で

は力は重さから（鉛直方向の力）導入されているし、静

力学から動力学へという学習順序をとっている。一方、

CSF では横方向の押すこと、引くことを取り上げ、静力

学を経ずに動力学の理解を目指している。それは国際単

位系が導入される前からニュートンばかりが使われてい

たことからもうかがい知ることができる。 

また、わが国では力を矢印であらわすことを重要視し、

何が何から受ける力かを明らかにする学習方法がとられ

てきた。一方、CSF では力を矢印で表現するという学習

にあまり重点が置かれていない。ハイネマンアウトカムズ１、サイエンスクエスト

１はともに力の作用点、作用線、向き、大きさなど力の矢印の描き方に関する記載

はない。矢印は力を受ける物体のそばに大きさと向きが描かれているにすぎない。

これらは子どもに力と運動の関係をつかませる導入としてどれだけ有効なのか検討

する必要があろう。 

④レベル 4 で動いている物体の速さ、距離、時間の関係を述べるという 

運動を量的に扱う学習が行われる。その内容は平均の速さを求めたり、距離‐時間

のグラフを作ってそれを読み取ることである。ここでも「述べる」ことが目標とな

っていて距離と時間の関係から速さを計算できるだけでなく、3 つの変数の関係を

ことばで述べさせることを通じて理解の確認と定着を図っていると考えられる。 

⑤レベル 4～5 で注目すべきは摩擦と空気抵抗の役割を明らかにする学習をしている

ことである。摩擦を少なくする方法を考えたり、逆に摩擦を役立てている例を調べ

る学習、さらに落下運動における空気抵抗の影響を報告させる中味である。これら

の学習は落下運動と重力の大きさや慣性の法則を関係させる上で重要な位置をしめ

ていると考えられる。ハイネマンアウトカムズサイエンス１（Year7）に掲載されて

いる実験は金属や紙を同時に落下させたり、それらを重ねて落下させたときそれぞ

れの速さを比べ、空気抵抗がないとき物体の落下運動を予想する内容である。この

ような落下実験や学習順序がニュートン的な自然観を確立する上でどこまで効力が

あるのかは今後の研究が待たれる。 

⑥レベル 6 で等加速度運動の学習がはじまる。ハイネマンアウトカムズサイエンス３

（Year9）によるとガリレオの斜面の実験を追認させることを含め、速さや速度、加

速度の学習にかなりの時間を割いている。その後、慣性の法則と運動の法則が説明

され、運動方程式から力の単位ニュートンが導入される。義務教育段階で ma=F を

学習していることに注目したい。日本では中学で加速度の学習も組まれていない。 

⑦ハイネマンアウトカムズサイエンスにはひとつの章に science in action が数節入っ

ている。「力と運動」の science in action では風洞実験によって自動車の形状を決め

ることやパラシュートで落下する場合の終端速度が述べられている。これらは同じ

章の学習で得た科学的知識を使って身近な現象を説明したり科学の利用について教

材化したもので、科学知を用いて生活知をより豊かにする教材である。ここにも構

成主義学習論の一端が見て取れる。 

⑧ハイネマンアウトカムズサイエンスにはたくさんの問題が掲載されている。知識を

確認する問題から、考えさせる問題もある。「考えてみなさい」という項目に「一

定速度で走る自動車が受けている力」を答えさせる問題がある。この問題はニュー

トン的自然観が身についているかを知るひとつの試金石でわが国でも取り上げられ

CSF のレベルと学年 

レベル 1  就学前 

レベル 2  Year1~2 

レベル 3  Year3~4 

レベル 4  Year5~6 

レベル 5  Year7~8 

レベル 6  Year9～10 

レベル 7 レベル 6 を超

えた豊富な内

容 
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ている。わが国のある調査（等速度で氷の上を滑る人が受ける力）によると正しく

答えた教員養成課程の大学生（高校で物理を履修）は 9％であった。力＝運動とい

うアリストテレス的自然観の根強さがわかる。わが国と異なる学習順序をとるオー

ストラリアにおいて生徒たちがどのように考えるのかを明らかすることは力学教育

を進めていく上で参考になると思われる。 

⑨この章の最後はばねばかりを使って物体が受ける力の大きさを測定する内容であ

る。日常接する物を傾けたり引いたりしながら力と運動の関係を使って力探しをす

る。動力学を学んだ生徒たちは摩擦力や重力、抗力を見つけていくものを思われる。 

 

 

４ おわりに 

 オーストラリアの科学教育は自然科学の系統性と構成主義学習論を基礎に構築されてい

る。カリキュラムを作成するとき各レベルごとに「カリキュラムの焦点」、「学習目標」、

「具体的内容」が述べられている CSF は参考になると考える。また、科学の教科書が分析

され、構成主義学習論の有効性を実践的に研究していくことが望まれる。 
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カリキュラム開発センター2005 年 3 月 18～20 ページ 
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図１ オーストラリアの教育制度 

 

学年  年齢 

 

NSW：ニューサウスウェールズ州 VIC：ビクトリア州 TAS：タスマニア州 ACT：首

都直轄区  SA：南オーストラリア州 NT：北部準州 QLD：クイーンズランド州 WA

：西オーストラリア州 

 

※図は高橋・高木「オーストラリア・ビクトリア州における初等中等理科教育の考察」（龍

谷大学「龍谷紀要」第 22 巻第 1 号（2000 年 8 月）101 ページ）、および石附実他編「オー

ストラリア・ニュージーランドの教育」（東信堂）を参考にした。 
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オーストラリアの科学教科書の特徴 

 

高木克仁（奈良県立青翔高等学校） 

 

 この教科書は 2006 年に州教育省のカリキュラムと評価当局がまとめた文書「ビクトリア

州必修学習基準」Victorian Essential Learning Standards （以下 VELS とする）に基づいて作

られている。VELS は CSF をさらに発展させたもので各学校がカリキュラムを作ったり評

価を行うとき基本となる文書（2006 年施行）で、Year ごとの学習の焦点や学習目標などが

まとめられている。なお、オーストラリアでは教科書の使用は義務付けられていないし政

府関係機関による検定制度もない。以下、VELS に基づいて作られた「サイエンスリンク

ス 1～4」の目次と索引語について考察を行う。 

１．目次の特徴 

（１）ページ数と章立て 

  学年ごとに 1 冊の教科書があり、それぞれ 10 あるいは 11 章からなる。各章はおよそ

30 ページで構成されているので、1 冊は約 300 ページとなる（日本では 1 冊約 120 ペー

ジ）。Year7~10（中 1～高 1）の 4 冊には物理分野 9 章分、化学分野 8 章分、生物分野

13 章分、地学分野 6 章分があり、生物分野の占める割合が多い。また、各教科書には「科

学の方法」の章があることも特徴のひとつであるが、それらは科学的な内容と切り離さ

れて科学の方法のみを学ぶ中身ではなく各章で展開されている実験や探究活動と結びつ

いている。（資料 1） 

（２）学習内容の豊かさ 

  日本の中 3 までで扱われていない主な項目は「電力」「加速度」「運動の法則」「運

動量」「原子モデルと周期表」「結合の種類と物質の性質」「菌類」「原生動物」「法

科学」「遺伝」「ＤＮＡ」「進化」「スポーツの科学」「心理学」「変成岩」「恒星の

一生」「宇宙の起源」などである。オーストラリアでは Year10 までが義務教育となるた

め、日本と比べて学習内容はそれだけ多くなるのは当然であるが、すべての生徒たちが

学習する内容の多さとレベルの高さは注目に値する。 

（３）社会の一員としての科学教育 

  SSAS（オーストラリア学校教育理科要綱 A statement on science for Australian schools）

によるとオーストラリアの科学教育の目的は（１）すべての生徒が科学によって自然を

理解し、問題解決ができる力をつけること、（２）一市民として公共の科学政策に関す

る討論や意思決定に参加したり科学研究の成果を正しく評価できる生徒をつくる、など

となっている。この目的は各学年各章において大切にされているところであるが、学習

内容として「遺伝」「ＤＮＡ」「スポーツの科学」「法科学」「星の一生」などが設定

されているのは現代社会が抱える科学的な問題の解決を考えるとき当然の成り行きであ

ろう。 

（４）科学の系統性を基本に 

  日本でも扱われている項目においても学習目標や学習内容が大きく違っている場合が

多い。例えば、ともに中 1 で学ぶ「物体の性質」において、オーストラリアでは科学の

系統性に従って粒子モデルで物体の性質と状態変化を説明することが目標となってい

る。一方、日本では分別やリサイクルを重視するためなのか、あるいは子どもが興味を

引きやすいと考えているかの「燃えるかどうか」「電気を通すかどうか」で物質を分け

て状態変化の学習へと進む。粒子モデルは出てこない。また、日本では動物は脊椎動物

を、植物では種子植物を扱うことになっているが、オーストラリアでは無脊椎動物や胞
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子植物はもとより菌類、原生動物、原核動物にも触れていて生物の多様性を学ぶ豊かな

内容となっている。Year10 の「仕事とエネルギー」の項目ではエネルギーの大小しか扱

わない日本と違って仕事の大きさを測定させたり、mgh や 1/2mv
2 を使ってエネルギーの

大きさを計算させている。 

（５）科学と技術、生活の関係を学ぶ 

  Year8 の第 5 章には「生活をもっと容易くする」と題して、てこや斜面など道具の使

用を学ぶ項目がある。これは道具が人間生活を大きく変化させてきた認識の下、人々の

努力によって生み出された技術について学んでいる。科学と技術、生活を積極的に学ぶ

項目として Year9 の第 5 章「伝達」や Year10 の第 2 章「物質と技術」、第 3 章「電子工

学と電磁気」などがある。
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資料 1 「サイエンスリンクス１～４」における学年別学習項目(目次をもとに作成) 

 科学の方法 物理的世界 自然の物質と

合成物質 

生命と生存 地球と宇宙 

 

Year 7 

 中 1 

科学者であ

ること 

安全、実験、

測定と記録 

電気回路 

伝導体と絶縁

体 

粒子モデル 

状態変化 

細胞 太陽系 

地球の自転と

公転 

月の満ち欠け 

月食と日食 

分類 

植物、動物、菌

類、原生生物、

原核生物 

混合物の分離 

コロイド 引力、磁場 

静電気 正しいテス

ト 

スキルの連

結 

生殖 

 

Year 8 

 中 2 

正しいテス

ト 

スキルの連

結 

電磁波 

光、熱、音 

元素、化合物 

化学反応 

生態系 

生態系に起こる

変化 

岩石の年代 

火成岩と堆積

岩 

変成岩 
力、摩擦と空

気抵抗 

酸と塩基 

pH 

 
望遠鏡、ロケ

ット、恒星と

銀河 

小惑星、彗星 

道具、てこ、

斜面、回転 

呼吸、消化、循

環 

ダイエット、健

康と病気 

 

 

Year 9 

 中 3 

論点と倫理 

動物テスト 

クローン 

光、レンズ 

色、光を使っ

て 

原子モデル 

周期表 

調節、神経、感

覚、中枢 

伝達物質 

大陸移動とプ

レートテクト

ニクス、褶曲

と断層、 

地震と火山、

地下資源 

伝達、電信電

話、電波、人

工衛星、光通

信 

物質の構造と

性質、イオン

性物質、分子

性物質、金属 

スキルの連

結 光合成と呼吸 

地球温暖化 

生態系とエネル

ギー 

海洋 

海洋の生物、

海底の地形、

海流 

海洋の生態系 

顕微鏡、 

法廷ファイル指

紋、人体測定法、

毛 と 血 液 の

DNA、 

 

Year10 

 高 1 

スキルの連

結 

抵抗、半導体、 

タイマー回路 

電磁石 

化合物を作る 

化学反応式 

遺伝、DNA、 宇宙の起源、

恒星の一生、

宇宙技術 

進化 

金属と非金属 

プラスチック 

指示薬 

合金、ガラス、

セラミックス 

ゴミ 

スポーツ科学 

速さと速度、

加速度、ニュ

ー ト ン の 法

則、運動量、

仕事とエネル

ギー 

心理学、脳と行

動、法心理学、

スポーツ心理学 
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２．索引の特徴 

 

１ 物理分野における索引の特徴と考察 

 

CSF は物理分野を「力と運動」「電気と磁気」「光と音」の 3 つの領域に分けている。

ここでは「力と運動」についてサイエンスリンクスと啓林館の教科書における目次と索引

の主な用語を比較し、特徴や考察を加える。 

 

表１ 「力と運動」における比較表 

 サイエンスリンクス（オーストラリア） 啓林館 理科（日本） 

目次 力 リンクス１ 電流の性質とはたらき（一部） 

動かす リンクス２ 力と圧力 １分野上 

生活をもっとしやすくする リンクス２ 該当なし 

運動 リンクス４ 運動とエネルギー １分野下 

索引の主な用

語 

磁石、磁力、引力、Ｎ極、Ｓ極、反発、

磁区、 

磁場、磁力圏、オーロラ、電磁石、静電

気、プラス電荷、マイナス電荷、帯電、

静電気力、放電 

静電気、＋の電気、－の電気、

雷、放電管、磁界、磁界の向

き、磁力線、方位磁針 

重力、速さ、つりあいのとれた力、つり

あいのとれていない力、力の矢印、正味

の力、摩擦力、質量、重さ、空気抵抗、

終端速度 

重力、作用点、つりあってい

る、ニュートン、圧力、気圧、

大気圧、 

道具、複雑な道具、エンジン、作用点、

支点、力点、てこ、斜面、輪軸、仕事の

原理、くさび、ネジ、ネジ山、滑車、歯

車、遊び車、歯ざおと小歯車、ギア比 

 

速さ、距離、平均の速さ、瞬間の速さ、

速度、変位、加速度、力、ニュートンの

運動の第 1 法則、慣性、ニュートンの運

動の第 2 法則、重さ、ニュートンの運動

の第 3 法則、運動量、運動量保存の法則、

仕事、エネルギー、運動エネルギー、位

置エネルギー、エネルギー保存の法則 

速さ、摩擦力、等速直線運動、

移動距離、慣性の法則、慣性、

エネルギー、運動エネルギー、

位置エネルギー、力学的エネ

ルギー、力学的エネルギー保

存の法則、熱エネルギー、熱、

電気エネルギー、光エネルギ

ー、化学エネルギー、エネル

ギー保存の法則 

 

特徴と考察 

（１）力 

  オーストラリアではリンクス１で磁力、静電気力が説明され、リンクス２で重力をは

じめ、外力、摩擦力が扱われる。リンクス２で力のはたらきは運動状態を変えたり、物体

を変形させることが述べられているが、力の大きさと方向（互いに反対方向）に重点が置

かれ、力を受けると物体はどちらの方向へ動くのかを問題としている。摩擦力や空気抵抗

の学習をしていることも特徴のひとつである。また、質量と重力のちがいを学習している。
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これらははじめから動力学を意識した内容であると考えられ、静力学から学習をはじめる

日本と大きく異なっている。 

（２）道具 

  てこ、斜面、輪軸など道具の学習にかなりのページを割いている。これらの学習は日

本の中学ではまったくなされていない。人間はより精巧な道具を作り、用いることによっ

て人間としての歴史を刻んでいる。てこの原理などはロボットを含む機械の利用につなが

るもので学習内容として必要であろう。 

（３）力と加速度（ニュートンの運動の第 2 法則） 

  義務教育終了までにすべての子どもがニュートンの運動の第 2 法則を理解することが

求められる。たとえ、加速度という用語を用いたり計算させなくとも条件を変えて力の大

きさと速さの変化の関係をとらえさせることは可能であろう。オーストラリアでは ma=F

を用いて力と質量から加速度を求めるなどの計算が扱われていて、さらに運動量保存の法

則も学習している。加速度は学ばない日本でも現在の内容のままでも力と運動の変化を学

ぶ内容へと発展させられると考える。 

（４）エネルギー 

  オーストラリアでは力学的エネルギーに限られているが、運動エネルギーの大きさや

位置エネルギーの大きさをジュールで求めさせている。一方、日本では力学的エネルギー

にとどまらず電気エネルギーや光エネルギーなどが扱われ、エネルギーの変換に触れてい

る。エネルギーは力以上にわかりにくい概念であるが、エネルギー保存則が自然界の根本

法則であることを理解し、その保存則を使って自然現象を考察できるようにすることが重

要である。 
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２ 化学分野における索引の特徴と考察 

 

CSF は化学分野を「物質：構造とその性質」、「反応と変化」の 2 つの領域に分けてい

る。下の２つ表はサイエンスリンクスと啓林館の教科書における目次と索引の主な用語を

２つの領域で比較したものである。これらの表をもとにオーストラリアの教科書の特徴と

考察をまとめると以下のようになる。 

＜物質：構造とその性質＞ 

表１ 「物質：構造とその性質」における比較表 

 サイエンスリンクス（オーストラリア） 啓林館 理科（日本） 

目次 物体を理解する リンクス１ 身の回りの物質 第１分野上 

混ぜることと分離すること リンクス

１ 

原子を理解する リンクス３  該当なし 

物体の構造と性質 リンクス３ 

 

索引の主な用

語 

物体、性質、質量、体積、固体、液体、

気体、状態、粒子、原子、物体の粒子モ

デル、拡散、融点、凝固、蒸発、凝縮、

昇華、沸点、潜熱、膨張、圧縮、伝導体、

絶縁体、伝導、対流 

有機物、無機物、金属、非金属、

質量、密度、状態変化、融点、

沸点、混合物、蒸留、溶質、溶

媒、飽和、飽和溶液、ろ過、結

晶、再結晶、蒸留、上方置換法、

水上置換法、下方置換法 デカンテーション、蒸留、乳濁液、ろ過、

不溶性物質、混合物、混合物の分離、純

物質、飽和溶液、沈殿物、溶解度、溶液、

溶質、溶媒、混濁液、コロイド、クロマ

トグラフィー、遠心分離機 

モデル、原子、負電荷、電子、陽子、原

子核、殻、中性子、原子質量単位、元素、

原子番号、質量数、同位体、化学的性質、

希ガス、周期表、族、周期、金属、非金

属、半金属、最外殻、物理的性質 

 

イオン、陽イオン、陰イオン、イオン性

物質、多原子イオン、格子、伝導体、分

子性化合物、重合体、単量体、金属結合 

 

特徴： 

（１）固体、液体、気体のそれぞれの性質を明らかにすると共にそれらの性質を粒子モデ

ルで説明することに重点を置いている。日本では三態変化を説明しているものの蒸

発や凝固、昇華などの科学的な用語は用いられていないし、粒子的な取り扱いは皆

無である。 

（２）三態変化を粒子モデルで説明することも学習目標のひとつとなっている。 

（３）潜熱を状態変化と結びつけることも行っている。 

（４）溶液にとどまらず、混濁液やコロイドの性質を扱っている。日本では溶液の性質の
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みの扱いである。 

（５）溶解度の大きさに影響を与える要因が学習内容になっている。一方、日本では溶解

度が出てくるものの「定量的には扱わない」となっている。 

（６）混合物の分離についてはともに詳しく述べられている。しかし、分離の方法につい

ては日本ではろ過、再結晶、蒸留である一方、オーストラリアではそれらに加えて

デカンテーション、クロマトグラフィー、遠心分離機が扱われている。 

（７）日本では酸素、二酸化炭素、窒素、水素、アンモニアなど気体の性質を学習してい

るが、オーストラリアではまとめて学習をしていない。 

（８）サイエンスリンクス３（中３）では元素の性質が周期表と関連付けて述べられてい

て、さらにイオン性物質や分子性物質の性質、金属の性質が結合を結びつけて扱わ

れている。これらは日本において現在、高校の化学Ⅰに相当する内容である。 

 

＜反応と変化＞ 

表２ 「反応と変化」における比較表 

 サイエンスリンクス（オーストラリア） 啓林館 理科１上下（日本） 

目次 化学反応 リンクス２ 化学変化と原子、分子 

酸と塩基 リンクス２ 水溶液の性質 

化学的な相互作用 リンクス４ 

物質と技術 リンクス４ 

 

該当なし 

索引の主な用

語 

原子、元素、記号、周期表、電子、陽子、

中性子、原子番号、金属、展性、延性、合

金、非金属、脆さ、半金属、化合物、化学

式、化学反応、化学反応式、反応物、生成

物、物理変化、化学変化、濃度、触媒 

化学変化、化学反応、分解、

電気分解、単体、化合物、原

子、分子、化学式、化学反応

式、化合 

酸、塩基、中和、塩、水素、リトマス、pH、

指示薬、フェノールフタレイン、メチルオ

レンジ、BTB、酸性雨 

酸、アルカリ、中和、塩、酸

性雨、酸性、アルカリ性、中

性、フェノールフタレイン、

BTB 

陽イオン、陰イオン、イオン性物質、分子

性物質、最外殻の電子殻、価標、二重結合、

質量保存の法則、分解、合成、置換反応、

沈殿反応、発熱、吸熱 

 

反応性、酸化、還元、腐食、化学電池、電

気メッキ、電解、プラスチック、重合体、

単量体、 

熱可塑性の重合体、化石燃料、酸と塩基の

反応、pH スケール、合金、ガラス、セラ

ミックス、ゴミの型 

 

 

特徴： 

（１）元素の周期表が提示され、たくさんの例をあげながら元素と化合物の違いを学習す

る。一方、日本では原子の種類として（元素ではない）水素、炭素、銅をはじめ 12
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種類を例にとっているに過ぎない。 

（２）触媒が扱われていて濃度や温度など反応速度に影響を与える要因の学習をしている。 

（３）日本で扱われている反応の量的関係はオーストラリアでは扱われていない。 

（４）塩基の学習としているが、日本では水に溶ける塩基としてのアルカリの学習にとど

まる。 

（５）日本では水溶液のひとつの性質として液性を扱っていて、物質としての酸や塩基お

よび酸や塩基の反応を化学反応として扱う観点は弱い。 

（６）pH が酸性の強さの尺度だけでなくプールの水、指示薬の変色域、皮膚、アジサイの

花など随所に出てくる。 

（７）リンクス４の内容の大部分すなわち置換反応や沈殿反応、化学反応に伴うエネルギ

ーの出入り、塩橋を用いた化学電池は日本で扱われていない。また、重合体、プラ

スチックの利用、合金の学習をした後、ゴミ問題について扱われている。 

 

考察： 

（１） 粒子モデル 

  中学の物質学習では物質の性質を理解するために粒子モデルによって固体、液体、気

体の性質や三態変化を説明することが必要不可欠であると考える。粒子モデルを導入

する前にマクロの学習をしておく必要があるが、日本では三態それぞれの性質の学習

も不十分であり、三態変化にともなう科学的な用語も扱われていない。これは粒子モ

デルの学習以前の問題である。「粒子モデル」という用語はオーストラリアをはじめ、

イギリスやフィンランドで出ている。 

（２） 元素の概念 

  日本では「元素」という科学的な用語が「原子の種類」といいかえられ、消えつつあ

る。元素はその以上他の要素に分けることができない究極の要素という意味で物質の

構成成分を考えるとき必要となる概念である。粒子のイメージを持つ原子とは別の用

語である。オーストラリアをはじめ、イギリス、フランス、フィンランド、韓国で「元

素」という用語が扱われている。日本においても原子とともに元素の概念を教える必

要があろう。 

（３） 周期表 

  日本の中学教科書から元素の周期表が消えたのは平成 10 年の改訂後である。周期表は

元素の性質、イオンの形成をはじめ元素の周期律を知る上で欠くべからざるものであ

る。オーストラリアをはじめ,アメリカ、イギリス、フィンランドでこの用語が用いら

れている。 

（４） 化学結合 

  日本ではイオン結合、共有結合等の化学結合は高校化学の内容となっている。しかし、

物質の性質を説明したり、予想したりするとき化学結合をもとにする。オーストラリ

アではイオン結合、共有結合および金属結合が扱われていてイオン性物質、分子性物

質および金属の性質とそれらの結合が結びつけて説明されている。この傾向はアメリ

カやフィンランドで見られる。 

（５） pH 

  水溶液の酸性の強さを表すのに水素イオン濃度やその指標である pH を用いる。地球

環境問題の一つである酸性雨の学習には必要となる用語である。イギリス、フィンラ

ンド、オーストラリアで扱われている。中でもオーストラリアでは pH と指示薬、pH

と環境、pH とアジサイなど多方面でこれらの学習を深めている。日本でも次回から扱

われるようである。 
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（６）化学反応と熱 

  化学反応にともなう熱の出入りを扱っている国はオーストラリアとともに日本、アメ

リカ、イギリスである。しかし、いずれの国も化学結合と化学エネルギーを関連づけ

ていない。 

（７）電池 

  オーストラリアではボルタ電池をはじめ塩橋を用いた電池が扱われていてそれらの原

理も学習している。電池の原理を理解するにはイオン、イオン化傾向、金属と酸の反

応、電子、自由電子などの学習を積み重ねる必要がある。40 年ほど前、日本でも中学

でボルタ電池が扱われていたが、現在では化学エネルギーから電気エネルギーを取り

出す装置として電池が扱われていてその原理については触れられていない。電池の原

理は電気分解の原理とともにすべての子どもたちに学ばせたい内容である。 
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３ 生物分野における索引の特徴と考察 

 

CSF は生物分野を「共に生きる」、「構造と組織」、「生物の多様性、変化と連続性」

の 3 つの領域に分けている。下の表はサイエンスリンクスと啓林館の教科書における目次

と索引の主な用語を「生物の多様性、変化と連続性」の領域で比較したものである。これ

らの表をもとにオーストラリアの教科書の特徴をまとめると以下のようになる。 

 

表１ 「生物の多様性、変化と連続性」における比較表 

 サイエンスリンクス（オーストラリア） 啓林館 理科（日本） 

目次 分類 リンクス１ 

 

植物のなかま 

動物のなかま分け 

 ２分野上 

 なかまをふやすしくみ 

 ２分野上 

遺伝 リンクス４ 生物の殖え方 ２分野

下 

進化 リンクス４  該当なし 

索引の主な用

語 

分類、分類の手がかり、生物、領域、構造、機

能、光合成、クロロフィル、維管束植物、被子

植物、せきつい動物、無せきつい動物、外骨格、

内骨格、恒温動物、変温動物、菌類、分解者、

寄生植物、抗生物質、原核生物 

双子葉類、単子葉類、

合弁花、離弁花 

せきつい動物、魚類、

両生類、は虫類、鳥類、

ほ乳類、無せきつい動

物 

 

 

 

果実、種子、柱頭、子

房、やく、胚珠、裸子

植物、被子植物、種子

植物 

染色体、ＤＮＡ，遺伝子、アデニン、グアニン、

シトシン、チミン、ゲノム、核型、置換、有糸

分裂、減数分裂、突然変異、突然変異誘発要因、

対立遺伝子、遺伝子型、表現型、優性、劣性、

異質、同種の優性ゲノム型、同種の劣性ゲノム

型、不完全な劣性、ＸＹ染色体、性のつながり、

系図 

細胞分裂、生殖、有性

生殖、減数分裂、染色

体、無性生殖、単細胞

分裂、受精、受精卵、

形質 

多様性、進化、数、適応、特殊化、異種交配、

遺伝子の多様性、自然選択、突然変異、ＤＮＡ、

人為選択、化石、相同構造、共通の祖先、分岐

進化、平行進化、近似進化、地理的隔離、絶滅、

外来種、抗生物質の抵抗、 

 

「生物の多様性、変化と連続性」の学習内容は他の 2 つの領域とともに日本と比べもの

にならないほど広くて詳しい。さらに保健で扱われているヒトの生殖、法科学や心理学な

どを含んでいるため索引に載せられている用語は物理や化学分野に比べてかなり多くなっ

ている。 
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（１）分類 

  オーストラリアでは生物を五界説にしたがって分類し、動物や植物とともに菌類、原

生動物、原核生物についても扱われている。当然のことながら、分類の基準となる生物の

特徴が明らかにする学習が行われている。植物は種子植物のみ、動物はせきつい動物を中

心に学習する日本と大きく異なる。30 数年前の中学では 1 学年から 3 学年まですべて週 4

時間理科の授業が行われていた。当時、きのこ、コケ、シダなどの胞子植物や節足動物、

軟体動物、環形動物などの無せきつい動物も教科書にたくさん載っていて分類図も示され

生物の多様性とともに各生物間の共通点と違いを学んだ。この 30 年間で中学での学習内容

が精選されてしまったこと、高校では物化生地の中から 2~3 科目の選択が多いことから学

力低下とともに教員養成も重要なポイントなっている。教員の専門性の維持、特に中学教

員が 4 科目すべてに精通した知識をどこでどのように養っていくのかなど課題が多い。 

（２）遺伝 

  遺伝子のみならず遺伝子の本体であるＤＮＡの構造・複製まで扱われている。また、

対立遺伝子の働きと形質、色盲やフェニルケトン尿症、さらには「遺伝学と未来の可能性」

まで多岐にわたっていて、日本の高校生物の内容がかなり入り込んでいる。「遺伝学と未

来の可能性」が扱われるのはオーストラリア市民ひとりひとりが遺伝子技術の社会に及ぼ

す影響を評価し、責任ある行動への意思決定ができるよう準備する観点を持っている。 

（３）進化 

  ガラパゴス諸島のフィンチなどに見られる種の多様性を例にしながら自然選択が進化

のメカニズムとして扱われている。地質時代における化石の記録、ＤＮＡの化学的同等性、

相同器官、地理的分布、発生学の証拠をあげながら進化を事実として教えていて、種の多

様性と新しい種の誕生も学習内容である。地球上に生命が生き残る上で生物の多様性が重

要であることを子どもたちにつかませる工夫がなされている。これら進化の内容は遺伝と

同様、日本では高校生物で扱われていてすべての子ども達が学ぶ市民的教養として位置づ

けられていない。 
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４ 地学分野における索引の特徴と考察 

 

CSF は地学分野を「宇宙におけるわれわれの位置」、「変化する地球」の 2 つの領域に

分けている。下の２つ表はサイエンスリンクスと啓林館の教科書における目次と索引の主

な用語を２つの領域で比較したものである。これらの表をもとにオーストラリアの教科書

の特徴をまとめると以下のようになる。 

表１ 「宇宙におけるわれわれの位置」における比較表 

 

 サイエンスリンクス（オーストラリア） 啓林館 理科（日本） 

目次 宇宙におけるわれわれの位置 リンクス１ 地球と宇宙 ２分野下 

 

 
明らかにされた宇宙 リンクス２ 

宇宙の起源 リンクス４ 

 該当なし 天気の変化 ２分野下 

索引の主な用

語 

 

 

 

 

 

 

 

天文学、太陽系、恒星、太陽、軌道、自転、

自転軸、傾き、赤道、満ち欠け、新月、日

食、月食、本影、半影、潮汐、 

天球、南中、天頂、天の子

午線、南中高度、地軸、自

転、日周運動、北極星の位

置、公転、黄道、地軸の傾

き、太陽系、惑星、小惑星、

彗星、明星、黒点、恒星、

光年、等級、恒星の集団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇宙、銀河、重力、光年、膨張する宇宙、

屈折望遠鏡、反射望遠鏡、天文台、ラジオ

波、電波望遠鏡、赤外線望遠鏡、宇宙探査

機、星座、星雲、赤色巨星、白色矮星、黒

色矮星、天の川、銀河系、渦巻き銀河、楕

円銀河、不規則銀河、小惑星帯、彗星、オ

ールトの雲、隕石、流星体、流星、ブラッ

クホール 

定常理論、ビックバン理論、宇宙背景放射、

赤方偏移、青方変移、ドップラー効果、絶

対等級、スペクトル型、核融合、惑星状星

雲、白色矮星、黒色矮星、超新星、中性子

星、ブラックホール、 

 気圧、１気圧、ヘクトパス

カル、等圧線、高気圧、低

気圧、露点、飽和水蒸気量、

湿度、霧、雲のでき方、雨、

降水、気団、前線面、前線、

寒冷前線、温暖前線、停滞

前線、移動性高気圧、気圧

配置、気象災害、梅雨、 
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＜宇宙におけるわれわれの位置＞ 

特徴と考察： 

天体学習の目的は地球を取り巻く宇宙を知ることである。そのためにはオーストラリア

のように天球の学習にとどまらず、恒星の性質、恒星の進化、銀河系の構造、銀河の性質

などの学習が必要であろう。宇宙におけるわれわれの位置を知るために、宇宙の構造と進

化に力点に移すことが求められる。 

リンクス１～４のいずれにおいても「天気や気象」に関する項目は見つけられない。こ

れは天気の学習を気候などとして「社会と環境」で行っていると思われる。 

（１）日周運動の扱い 

日本では天球上の動きが重点的に扱われている。オーストラリアでは日周運動ということ

ばは出てこない。自転に関して「昼と夜」が、公転に関して「四季の変化」が扱われる。

この傾向はイギリスやアメリカで見られ、韓国でも天球上の運動は扱われていない。天文

好きの子どもたちが多い中、天球上の動きを学習することで逆に天体に興味を失ってしま

うのはよく経験するところである。これは授業中の観測が難しく、球面上の動きがつかみ

にくいなどの理由があるが、天体を狭い球面上に閉じ込めてしまうため実際の星の姿を見

えにくくして宇宙のロマンをなくしてしまうのではなかろうか。日周運動に多くの紙面を

割くのではなく、恒星の一生や銀河を詳しく扱う必要がある。 

（２）恒星の進化 

 オーストラリアでは恒星の誕生、主系列星、巨星そしてその終末までの恒星の一生すな

わち恒星の進化が扱われている。恒星の進化の過程は理論的にも観測上も明らかになって

いる。星のスペクトルと絶対等級をもとにしたＨＲ図が掲載され恒星の進化が説明されて

いる。アメリカは星の進化を扱っているが、韓国やイギリスは扱っていないようだ。日本

での恒星の学習内容は位置を変えず自ら輝き、星座を作る天体であるとしているに過ぎな

い。高校で宇宙のことを学ぶ生徒は 1 割もいないと思われることを考えるとオーストラリ

アとの差は格段に大きい。大半の高校生はハッブル望遠鏡の写真の美しさを知らずに社会

に出ているのが現状である。 
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表２ 「変化する地球」に関する比較表 

 サイエンスリンクス（オーストラリア） 啓林館 理科（日本） 

目次 歴史を語る岩石 リンクス２ 生きている地球 ２分野上 

動く地殻 リンクス３ 

海洋の惑星 リンクス３  該当なし 

索引の主な用

語 

地質学者、結晶、マグマ、火成岩、玄武岩、

花こう岩、風化、浸食、堆積、圧密作用、

続成作用、堆積岩、変成岩、熱、圧力、大

理石、結晶片岩、片麻岩、相対年代、放射

年代、絶対年代 

風化、浸食、堆積岩、示準

化石、 

示相化石、地質時代、柱状

図、マグマ、火山の噴出物、

鉱物、火成岩、火山岩、深

成岩、斑晶、石基、斑状組

織、等粒状組織、初期微動、

初期微動継続時間、主要動、

震源、震央、震度、マグニ

チュード、地震災害、断層、

プレート 

ゴンドワナ大陸、地殻、マントル、リソス

フェア、プレート、テクトニクス、マグマ、

地震、プレートの沈み込み地帯、褶曲山脈、

弧状列島、褶曲、断層、背斜、向斜、震源、

震央、地震計、リヒター、地震波、津波、

溶岩、玄武岩、活火山、休火山、死火山、

地下資源、化石燃料、石炭、石油、 

海洋、海底を掘削する、水圧、塩、植物プ

ランクトン、動物プランクトン、グレイト

バリアリーフ、熱水口、ブラックスモカー、

化学屈性バクテリア、 

測深、音響、レーダー、重力、スキューバ

ーダイビング、潜水艦、浮力、密度、蒸発、

満載喫水線標、人間、富栄養化、水面に流

出した油 

 

 

＜変化する地球＞ 

特徴と考察： 

岩石の種類とその成因を扱っていることとプレートテクトニクスを軸として火山、地震、

造山運動を統一的に説明していることは日本と共通している。一方、オーストラリアで扱

われているが、日本で扱われていない内容として変成岩、絶対年代、石油・石炭などの地

下資源、岩石の循環がある。オーストリアでは潮汐、波、海流、食物連鎖、海洋からの資

源、重力・水圧・浮力が生物に及ぼす影響などの海洋の学習が行われている。 

地球科学は地球の現在の姿と地球の歴史を扱う内容である。岩石は成因によって火成岩、

堆積岩、変成岩の 3 種類に分類される。変成岩はイギリスでもアメリカでも扱われている。

火成作用をつかんだり、地殻の運動を知る上で変成岩の学習は欠かせないと考える。化石

をもとにした相対年代にとどまらず、何年前に出来たかという絶対年代（放射年代）を学

習することは地質時代の長さを知る上で役立つ。放射性同位体をまだ学習していない場合

はそのつど原子の構造から説明すればよいだろう。プレートテクトニクスなどの地球物理

的な内容に重点がおかれ、歴史科学である地質学的な内容が少なくなる傾向は問題がある

のではないだろうか。また、火山が存在しないオーストラリアではあるが、火山の形や噴

火様式、噴火の予知についても扱われている。 

 オーストラリアでは石油や石炭に限らず金属元素などが含まれる地下資源を地球からの
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物質として学習している。元素の濃集方法として学ぶ内容であるが、それとともに地球環

境問題の解決を考えるとき重要な観点である。 
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まとめ 

 

 各国の教科書の目次と索引語を比較してみると，それぞれの教科書に非常に特色があ

ることがわかる。しかし，索引語からは２つのタイプにわけることができる。１つは日

本，フランス，韓国に見られるように，基本的な用語にしぼって掲載している教科書，

もう１つは，アメリカ，イギリス，フィンランド，オーストラリアのように教科書内の

多くの用語を索引語に載せている教科書である。どのような用語を索引語に載せるか，

またどれだけ載せるかは教科書作成会社の方針による場合もあるが，上記の２つの分類

では，教科書や教育に対する国の制度上の違いも影響しているように思われる。 

 前者は国が学習指導要領を決め，教科書はそれを正確に反映して作られ，その内容は

基本的に全部教えるというタイプ（ただし，フランスは後者との中間的位置にある），

後者は，国が学習内容の方針や内容自体を決めても，それは緩やかな指針またはモデル

として提示され，教える方法や内容は各地域や各学校（教師）に委ねられている国であ

る。そのことが，教科書の内容の豊富さと同時に索引語の量に現れていると考えられる。 

日本は現在前者であるが，生徒が豊かな情報に接することで理科に興味を持ち，関心

を高めることが期待できるのであれば，教科書を後者のタイプに近づけることも考え

てよいのではないだろうか。 

  

 各国教科書の他国にない際だった特徴を取り上げると，以下のようになる。 

 アメリカ：宇宙開発および地球の資源開発について非常に多くのページを割いている。 

 イギリス：科学の内容と日常生活や産業との関連について積極的に取り上げている。

また，農業と食およびそれらの安全を一連のものとしてとらえて扱っている。 

 フランス：生物の多様性や環境，健康や生命に関する内容のウエイトが大きい。 

 フィンランド：人間と森をテーマとした国情にあった内容を非常に重視している。 

 韓国：基礎的な純粋科学の内容を詳しく扱っている（日本の「現代化」時代の構成に

似ている）。ただし，環境に関する学習は他に環境科を設置し，重要視している。 

 オーストラリア：科学・科学者・科学の方法に対する理解と科学の方法に従った実践

ついて重要視している。 

 

 以上のように見てみると，現在の日本の教科書はきわめて基礎的な内容だけに絞られ

ており，日本としての特徴（重点）が感じられない。また，他国の多くが特に生活に関

わる先端的科学技術（医療など）を多く紹介していることと比較すると，日本の理科教

育の内容は生徒の将来の生活とのつながりが弱いと感じられる。ただし，日本では理科

に関わる内容が保健体育科，技術・家庭科でも扱われているため，全体としてどのよう

にしていくべきかという議論が必要である。 

 日本の教科書（教科）の具体的な課題としては， 

 １．保健，農・水産業，食に関する内容をどの教科でどの程度扱うか 

 ２．科学技術や産業との関連をどう入れていくか。検定教科書では限られたページ数

のため限度があるという問題もある。 

 ３．人間や環境，資源についてどの程度扱っていくか。韓国のように環境科として分

科するか理科の内容として扱っていくか。 

 ４．日本としてどこに重点をおいていくか。 

 などがあげられる。 
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 筆者らは，義務教育で育てる科学リテラシーの世界標準の基礎データとなることも１

つの目的として今回の研究を行ったが，世界標準としての共通性より，各国の特徴（特

色）を印象づけられた。それらの特徴の多くは，今後の科学リテラシーとして重要な点

であり，それらを日本の共通教育（主として義務教育）の中にどのように入れていくか

ということを考えていく必要があるのではないかと感じている。 

 

 およそ２年半をかけて諸外国の教科書について研究をしてきたが，教科書の選定から

入手，翻訳までに大半の時間を使ってしまい，分析や考察がきわめて不十分なまま本報

告書を印刷することになってしまった。しかし，これらのデータをそのままにせず，今

後も分析と考察を行っていきたい。文章やデータの修正および補足については，今後「NPO

法人 理科カリキュラムを考える会」のホームページにアップしていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 


