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「科学としての科学教育J

3 プログラム

8月26日

10:00-10:10 

Session 0: rrまじめにJ (趣旨説明)

坂東昌子 crあいんしゅたいんJ)

10:10-12:00 

Session 1: r科学教育の現在と未来」

座長谷口和成 (京都教育大学物理学教窒〉

10:10-10:50 r学力寵査から毘える我が国の科学教育-PISAを中心に」

内村浩(京都工芸繊維大学アドミッションセンター)

近年ラ学習の認知に関する研究が新たな展開を遂げ?新しい学力観・能力観に基づく冨際的な学力

調査も行われるようになりました.それらの結果からはうこれからの我が国の科学教育をデザイン

していく際に考重しなければならない重要な問題が浮かび上がってきました.すなわちそれは、荷

をし坊主に教えラどう評価するかについて.謀本に立ち返って検討する必要があるのではなし功ミとい

う問題です.そこで本発表ではう PISAを中心とした学力謂査の結果う最新の学習理論の知見うおよ

び教育の現状分析に基づいてうこれからの科学教育をデザインする際の新しい視点を提起したいと

患います.

言す言命 10:50 -11:05 

11:05 -11:45 r新しい中学校学習指導要領における物理教育関連」

j皮田野彰(放送大学)

今恒の改訂作業では単会る 10年前のものに戻すと言うことではなく小・中・高等学校を通じた理

科の内容の講造化を図るj 実社会・実生活との関連を重視する内容を充実するj といった方向性を

もってなされた.そこでは f扱う範囲j 規制なども敢り外すことや f実験の充実Jなども記嘉した.

新たに発足する指導要領の実仔にあたっての心配事の廷か理科教育?とりわけ物理分野の教育に対

して抱いている新たな方向性についても述べる.

言す言命 11:45 -12:00 

12:00 -13:30昼食
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研究会報告

13:30 -15:30 

Session 2:科学教育の現状と課題

窪長笠潤平(香)11大学教青学部)

13:30 -14:10 r横浜サイエンスフロンティア高校の挑戦j

和国昭允(横浜サイエンスアロンティア高等学技)

模浜市立「横誤サイエンスフロンティア高校j はう損浜市が 2009年の「開港 150馬年」を記念し

てう 10年近い検討の結果創設されたうわが題で始めて垣久的に「サイエンスj を名前に冠した高校

です.この 4月にう最初の 237名の学生が7神奈)11県下公立校でのダントツの 5f吾以上(前期選抜)

の難関を通って入校しました.この高校の基本理念ヲ目的ライ患の高校と違う具体的内容ラ期待?など

について?紹介します.ご支援うご鞭護ラご批判をお願いいたします.この高授の目的はラ巨本ある

いは海外のトップレベルの大学iこ進んだ後にう国際的に活羅する人材を育てることであります.そ

のためにサイエンスに重点を置きながらもう世界を舞台にして活躍するための広い教養を与えます.

カリキュラムは数学う理科う雷語?英語を重担することはお詣ですがヲこれらを総合するサイエンス

ジテラシーの教科を特に設けました.また?日本史と註界史も必修科自として力を入れます.20の

実験室があるのも高校としては異例です.この高校で「理工農医系に進む学生j を育てるのは勿論

です.しかしうそれだけではなくう人文・社会系の道iこ進む人材を育てることも目的にしています.

私は“サイエンスの考え方"一物事をよく観察しラデーターを取りヲ確立された論理構造に基づい

て解析・理解しラさらに将来を予言する 辻う文理を間わず全ての分野に共通するうと信じておりま

す.そしてう日本はこの点において世界に遅れていると思っています.

言ぜ言合 14:10 -14:25 

14:25 -15:台5 r万人に科学をーだまさ才もない市民になるためにー J

飯E 洋治{立命館大学教育開発推進機講)

ある女子大から“学科改変を機にう学ぶ気になるような講窪を"という提案があった. “文系の女

子学生はう必修の物理や化学に輿味を示さない.私語も多しザと. ~科学マジックを通して学ぶ物理

と化学』というテーマで「白熱科学入門Jを担当して 6年.授業辻これまで、高校生に人気のあった

具体物〈予想、を含むデモ実験など〉から入りうその中iこ含まれる一般牲を追求した.そしてう身近な

世界とのつながりや応患を確認した.これまでの物理の内容は専門家のための準備教育としての懐

面が強くう非専門家にとって必要な科学とは何かということにはう十分な関心が払われてこなかっ

たように患われる.進学卒はすでに 50%を超えたーすべてが専門家になるわけではない.でも専門

に必要ないからやらなくていいとも思われない.科学とは縁もゆかりもないと患ってきた人たちに

とってう科学を学ぶ意味があるのか.あるとすれば何か.私は次の 3点をねらいとしての授業をし
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「科学としての科学教青j

ている.このこと立?専門をヨ指す?吾指さないにかかわらず大切なことだと患う.(1)だまされな

い力一非科学的思考ラ構報操作に惑わされないために rだましあしリを楽しむ.(2)本震が見抜け

る力- rごまかし勉強j の追放.本物の学びを〈藤沢伸介)科学はどこにでもありう誰でもができ

る.ちょっと見方を変えただけで新しい世界が広がる.特に女性の科学に対する関心はう子どもた

ちの知的好奇心の育成iこ大きな彦響を及ぼす.(3)大量生産・大量消費・大量麗棄の 20世紀文明か

らの説部この報告では‘およその授業の議子が紹介できたらと思います.

15:05 -15:15コメント f物理才リンピックの経験j

並木雅後(高千寝室大学人間科学部)

言す言命 15: 15 -15:30 

15:30 -16:00コーヒープレイク 品

16:00 -19:00 

Session 3 :海外教育事構と日本の比較

座長松田祐司 (京都大学大学院理学軒究科)

16:00 -16:40 r物理教育の科学的顎究とそれに基づく教育改革の実接ー米国での動詞-J

覧異博義( (もと東京農工大学) ) 

知識獲得や概念形成iこ関する理解の進展を背景にう物理教育を科学研究の対象とする f物理教育研

究」が研究韻域として確立しつつある.その成果を踏まえた教育改革の実践例を含めて最近の米居

での動向を紹介する.

言す言禽 16:40-16:55 

16:55 -17:35 rフィンランドの数学教育~統計基礎教育を中，1)1こ""J

二宮智子(玉川大学経営学部)

今日の|国際・靖報色社会の急激な変化に即応した数学教育が求められている.多くの先進諸置ではう

「統計・確率Jの新しい枠組みを追加した数学教育への転換を図ワラ既にその成果を上げ始めてい

る.一方我が国でほう新学習指導要額のもとでう新しい枠組みの初等・中等数学教育をようやく開始

したところである.本発表において‘教育の世界競争力においてトップレベルの福祉国家フィンラ

ンドについてう競争力や教育の歴史を簡単に概説したのちラ初等・中等の数学教育(統計基礎教育

を含む)の内容と特j執それを支える教師教育について報告しラ我が国の数学基礎教育の充実を図

るきっかけとしたい，
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研究会報告

17:35 -18:05コメント fフィンランドの富等教育を垣間見るj

7.1<隆隆雄(京都大学大学院理学新究科)

企業との連携と基礎研究.世界のトップの低温物理研究はどうして生まれたか.フィンランドとの

共同研究経験でう若者とも付き合いうフィンランドの研究現場の事情を知る研究者としてラ一流の軒

究と企業との連携の双方を詞立させる仕組みについてう考えてみる

言そf言命 18:05 -19:00 

8月27日

9:00 -12:15 

Session 4 :科学リテラシィー似非科学

座長川勝博(名城大学〉

9:00 -9:40 r科学の適用限界を缶えるリテラシー教膏J

本堂毅(東北大学大学院理学研究科〉

市民の誤った科学観の問題はラ科学者慎jから第三者的に指摘されて久しい.けれど， r囲い科学観j

に代表される誤った科学親がうむしろ科学教育の f成果j であることに気づくとうボールは科学傑

に投げ返される.市畏の科学リテラシーの問題は?科学(者〉誕の社会リテラシーの問題の裏返し

かもしれない.PISA調査が強調する“knowledgeaboutscience討の視点はう明らかに?宮本の科学

教育で欠落している.この問題意識の下に‘東北大で、文系を含む全学部を対象に行っているリテラ

シー教育の実践を紹介しうその背景・課題について広く議論したい.

9:40 -9:50コメント 「一法葎家から見た科学教育j

中村多美子(弁護士ラ fあいんしゅたいんJ) 

近時ヲ DNA鑑定をめぐる寛罪事件でも問題になっているラ法廷での科学的証拠の問題をふまえF法

と科学を結ぶコミュニケーションの必要性うさらに科学教育のありかたと必要性を考える.

討論 9:50-10:05 

10:05 -10:45 rScience for allへの規産j

北原和夫 (S本学宇野会議)

学術会議ではヲ 「科学技術の智j プロジェクトが 2003年かち 2005年設けちれラ 2004年 4月 f社会

との対話に向けてJ(声暁)う「次世代の科学力を育てるためにJ(報告書)などを発信している.岩

波「科学」の昨年 3 月号が?市民の科学リテラシ~J 特集でう Science for allAmericansの巨本肢

を作るプロジェクトについて言及されている.このプロジェクト委員長である北原氏にラ国際的な
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「科学としての科学教育j

状況と司本の動きを概観していただく.

討論 10:45-11:00 

11:00 -11:20コーヒープレイク 去を

11:20 -12:00 r教育改革へおルート I分数ができない大学生占から 10年」

西村和雄(京都大学経詰軒究所)

1999年 6月にう 『分数ができない大学生』を出版しう教育における当時の問題点を指擁した.その

後うゆとり教育ラ大学入試はどう変色してきたか.そして?今後の自本のまちるべき教育と社会の姿は

軒か.今だから話せるエピソードを交えながら話します.

討論 12:00-12:15 

12:15 -13:40昼食

13:40-17:00 

Session 5.科学教育の未来iこ向けて

座長青山秀明 (京都大学大学院理学窃究科)

13:40 -14:10 r科学科学教育と科学史J

嘉康夫(工学院大学)

物理教育;こ焦点を絞って話す.物理教育では対象iこ思じた物理の翠準モデ、ノレを作って教育する.標

準モデ、ルの標準的作り方は歴史的発展重視型で積上げ型である.これ;主力学教育では研究が進み成

功しているが?電磁気や量子物理では成功しているとはいえfJ:.い.標準モデルの作成と教育には物

理教育の実捺的研究で得られた法則が必要である.この講演ではう標準モデ、/レの作号方と問題点ラ科

学教育の実際的研究で得られた法貝Ijは何か司得られた語到の普遍性う科学教育の実捺的研究体制う物

理学的な史実と物理教育の関係などを議論する.

14:10 -17:00 rポスヲーセッションJ

各ポスター当たり 5分の紹分を行った後ヲポスターを前にしての個別議論に移った.

ポスタ一発表一覧

1.大人のための教材作りへのおさそい

*'........ ..坂東昌子(iあいんしゅたいんj・菊池誠{大阪大学〕

2.物理教育と物理学史.... .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..原康夫(工学院大学〉

3.科学入門教育としての仮説実験授業一援業科学の成果としての授業書

一山田明彦・山田雅子〈知多たのしい授業研究会〉

4.理系専門分野の e-Learning教材開発....................................畢............................百武幸子(大阪大学〉
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研究会報告

5.虹う接虹ニ湯)11虹からまなぶ理論物理学...大久保茂男(高知女子大学生活科学部環境理学科)

6.ミニ・サイエンス・ライブ・ショーで開く夢-2009-

7.物理を専門としない人向けの

. . . )戸川!刊|村康文(東京理科大学.T民、守JPO法入サイエンス Eネツトり〉

...... ..日下和信(大寂キジスト教短期大学{退職)υ〉

8.子市台民と科学の触れ合いの場一青森市男女共同参画プラザザ、 fカダーノレJ-

・~ .. .. ..浅利智行 (青森大学社会学部社会学科)

9. ["科学実験教材研究年報j 発刊に何を期待するか-NPO法人サイエンス Eネットの挑戦一

山下芳揖ラ )11村京文ラ縞倉聖子ぅ松林昭ヲ藤原清 (NPO法人サイエンス Eネッ

ト)

10.物理赤恥青恥テストー学生のプライドを刺激し‘やる気を起こさせるテスト

一谷本寸省吾(京都大学構報学研究科〉

11. r理科離れJと理科教育の実相..................号・・・................原E新一路〈誇玉県立浦和東高等学校〉

12. '情意と認知的側面から見た幼克期における科学教育擾の模索

• .IJ、谷卓也(大阪大谷大学教育福祉学部〉

13.高等学校物理におけるデジタル・シミュレーションを活用しう物理離念を可視化する授業の提

案

一出 E 英二(東京理科大学大学院理学研究科)

14.匡際物理オリンピックと物理チャレンジJ . . . .ー・・............並木雅稜(高千語、大学人間科学部〕

15.科学とは荷か?技令官とは何か? ........柴崎一部(財団法人野口研究所ラ豊権技特科学大学)

16.討議のある講義..........................................................谷口正明 (名域大学総合数理教育センター)

17.構報変換システムとしての学習者モデ、ノレ...................................東西充弘 (議賀大学教育学部)

18.高校物理『電磁気i分野での E理科ねっとわーく』の特徴

…島野誠大 (立教大学理学研究科)

17:00 -19:30懇親会
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「科学としての科学教青J

8男 28司

9:00 -12:05 

Session 6 :教膏の改革に向けて

喜多ー 〈京都大学学賠総合請報教育メディアセンター)

9:00 -9:40 r産学連書とポスドクj

丸山瑛一(理危学研究所知的財産戦略センター)

現在?ヨ本においては多数のポスドクが地位の不安定に害しめられている.この対策の一環としてう

企業就職への道を開くことが必要で、あるがう求人と求職のミスマッチが災いして実効は上がってい

ない.この相互誤解を解く手段としてう理研が試みている産学連携プログラム[バトンゾーン」は

有効であると考えられるのでうその実例?実行上の問題点を紹介したい.

討論 9:40-9:55 

9:55 -10:35 r科学コミュニケーションとしてのクリ子イカルシンキング教育」

伊勢田哲治(京都大学文学務究科)

クヲテイカルシンキング (CT)教育はう科学教育・科学コミュニケーションとしての側面を持っしラ

科学者以外を対象として科学の方法論や考え方について教育・コミュニケーションする場としては

重要な泣量を占める可能性もある.しかしう CT教育がそうした観点から位置づけられることはあ

まりなくう誰に何をどう教えるべきかうとしづ基本的なことについてすら議論が深められていない

のが現状である.本発表ではうこの問題についてう現在発表者が評究をすすめている科学技術社会論

(STS)融合型 CTの観点からいくつかの提案を行う.特に?現在の科学技術そのものを批判的に克

るという STSの観点をどうこうした教青に取り込むのかうというのはなかなか一倍縄ではし功￥な

い問題でありラ慎重な考察が必要である，

討論 10:35-10:50 

10:50 -11:10コーヒープレイク 品

11:10 -11:50 r大学教育のネットワーク -8本と世界-J

松下佳代・酒井博之〈京都大学高等教育研究開発推進センター)

大学教育に関するネットワーク形成が日本でも今進んでいる.欧米の構勢と比較し2ながらう日本の

大学教育の今設を考える.酒井はう教育のオープン化について少し前置きをしう :MOSTとKEEP

O¥iIIT額吉透長開発)の紹分をする.

討論 11:50-12:05 

12:05 -13:30昼食
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研究会報告

13:30-14:25 

Session 7. ITの活用と科学教育

産長保田充彦 (サイエンス映像学会・株式会社ズームス)

13:30 -14:10 r耳視化技術と情報教育j

小山E 耕二(京都大学高等教育研究開発センター)

1970年代ノーベル経涜学賞受震の学者ノ¥ーパート・サイモンが「清報の豊富さは注意の糞匿を生

み出す」と予言した状況がいたるところで発生しています.このような情報通繋の時代にあってう

泥から砂金を探し当てる可規北技請は多くの分野で注呂されており.特に大学における情報教育の

大きな柱と位置づけられるものと考えています.可視化技能はうスパコンや計調機器から出力され

る大量の博報をわかりやすく挟橡化しう科学技能の理解・新しい法員Ijの発見・新しい可視イヒ技惰の

発明ーサイエンス映強制作事業の創出を促すきっかけを与えます.欧米ではラ可視化技術が博士号

取得の研究分野になっているにも関わらずう残念ながら日本では研究分野としての認知度がまだま

だ低いのが現状です.本報告ではうサイエンス映像制作の基盤となる可視記技術の効能について実

例をあげて説明しう全学向け需報教育のデザインにおける可視化技術の役割についてもふれられれ

ばと患います.

言ぜ言告 14:10 -14:25 

14:25 -14:50コーヒープレイク る
14:50-16:30 

Session 8 :総合討論 f教育のんネッサンスは可能か?J

ディスカッションオーガナイザー(座長):坂東昌子.) 11勝博

コメント:r若手として期待するものJ 安匡淳一部

コメント:r科学教育が科学になる条件j 佐藤文撞
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