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２．21世紀型資質・能力の吟味

 2000年頃には、アメリカで21世紀型資質・能力（21st Century Skills)が盛んに議論され、
NSTA（全米科学教師連合学会）が科学教育における21世紀型資質・能力とは何かに関する、
声明文を2011年6月にまとめた。

 https://static.nsta.org/pdfs/PositionStatement_21stCentury.pdf

 ”A Framework for K-12 Science Education”が世に出され（2011年）、“Next Generation 

Science Standards”(NGSS)の作成（2013年）そして、各州の科学スタンダードの策定へと
動いた。

 日本では、全教科対応型の21世紀型資質・能力の国際比較が始まり、2012年から2014年にま
とめの報告が国立教育政策研究所から出ている。その後、具体的な学習指導要領の枠組みが
決まっていったという経緯がある。（日本では2017年に新しい学習指導要領が策定された）

 詳細な諸外国の分析を重ね、３つの資質や能力が特定された。それらは、「基礎力・思考
力・実践力」という言葉で示された。

 （2013年ごろまで日本では、Society 5.0 とSTEM/STEAM教育、エネルギー環境教育が直接つ
ながっているという認識はあまりなかった。）
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https://static.nsta.org/pdfs/PositionStatement_21stCentury.pdf


3．NGSSの策定とSTEM教育（アメリカの事例）
Sytemic Reform (システミックリフォーム）

7/2011 – March 2013
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for course of study 
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We are in the 
Process!!

Update on NGSS - Next Generation Science Standards (victoryprd.com)

熊野・丹沢らの訳本；古本屋

白水先生の概略の訳がネットにあり

2015年にSTEM教育法の成立STEM教育改革、2017年延長法

https://victoryprd.com/blog/update-on-next-generation-science-standards-ngss/#:~:text=States%20that%20have%20adopted%20NGSS%20Washington,%20Oregon,%20California,,States%20that%20have%20standards%20based%20on%20the%20Framework
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(熊野、2012）



下の図は、日本の科学研究費について、STEM教育とい
うキーワードでヒットする、各年度の研究費取得者の
隔年における数値（熊野、2021、Kumano, 2022）
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 PBL; 課題解決型学習

４．日本における様々な実証研究（日本の事例）
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It was important presentation
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Designing the better ways to collect pet 
bottles using psychological methods 

Definitions of micro-plastics; Micro-plastics are 
fragments of any type of plastic less than 5 mm 
(0.20 in) in length, according to the U.S. National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
and the European Chemicals Agency. They enter 
natural ecosystems from a variety of sources, 
including cosmetics, clothing, and industrial 
processes.

On December 28, 2015, President Obama signed the 
Microbeads-Free Waters Act of 2015, banning plastic 
microbeads in cosmetics and personal care products.

Chemical Reactions could develop materials which 
stay longer and become problems for the living 
creatures including  human beings. 

マイクロプラスチックビーズ；日本はまだ次週規制の段階



CCD；世界の3割の
CO2をコントロール

8

Carbonate compensation depth ( CCD) is 

the depth in the oceans below which the 

rate of supply of calcite ( calcium carbonate) 

lags behind the rate of solvation, such that no 

calcite is preserved. Shells of animals therefore 

dissolve and carbonate particles may not 

accumulate in the sediments on the sea floor 

below this depth.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c

/c5/Impacts_of_ocean_acidification_%28NOAA_EVL

%29.webm

海をきれいに保ち、プランクトン（有孔虫）を保つことが大切；
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静岡市環境教育行動計画 2021.3. P21より

静岡市は、SDGｓの
ハブ都市を宣言

南アルプスエコパーク

おいしい水

おいしい空気

豊かな食材

穏やかな市民

モノづくりの宝庫

環境と科学技術・イノ
ベーションのバランス
の取れた町
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地域の大学と
の連携

理系・文系
大学院生

生徒会・保護

者会との連

動した課題

解決を展開・

地域貢献

NPO法人や

団体との連

動・連携

静岡県・静岡
市教育委員
会・行政と連
動した課題解
決に挑戦

地元の企業・
メディアとの
連携と支援

NPO法人作成の支援；

静岡県；静岡市・浜松
市・三島市
東京；未定
宮城県；仙台市

資金：SSHだけでなく他の
プロジェクトへの申請
〇大学の科研費との連携；
〇GSCとの連携

〇経産省；未来の学級との
連携

地域の学校との連携
主体的なSTEAM領域の研究の支援
STEAM教室を展開

海外との連携・交流
東アジア科学教育学会
アメリカ・オーストラリア
台湾・タイ・インドネシア

課題の
明確化

課題の
明確化



11 静岡大学

理系・文系

研究者・

大学院生

K-12
受講生と

家族

NPO法人

との連

動・連携

静岡県・静岡

市・浜松市教

育委員会

地元の企業・

メディアとの

連携と支援

NPO法人作成の支援；
静岡県；静岡市・浜松
市・三島市
東京；未定
宮城県；仙台市

資金：
〇熊野科研；基盤研究（B)

〇JSTジュニアドクター育成塾事業
現在申請中；
郡司准教授科研：申請中
JSPS 二国間交流事業；申請済み

幼稚園から高校生までの
主体的なSTEAM領域の研究の支援
STEAM教室を展開

海外との連携・交流
東アジア科学教育学会
（熊野善介が現在会長）
アメリカ・オーストラリア
台湾・タイ・インドネシア



実施機関名： 静岡大学
企画名； 静岡STEMアカデミー

【特色】STEM学習を繰り返し提供し、発見と発明の経験を提供し、自由研究を支援します。
【静岡STEMアカデミーStage 1.0】 静岡県内6か所で、小学5年から中学3年の受講者を対象に、STEM学習を約6~７回提供する。
同時に、自由研究を個人又はグループで展開するよう支援する。
【静岡STEMアカデミーStage 1.５】 静岡大学や附属中学校にて、STEM学習に関した、PBL（Project Based Learning, 
Problem Based Learning)を展開する。午前中は科学者や工学者からの講演や演習・午後はSTEMのPBL学習活動．
【静岡STEMアカデミーStage 2.0】 児童生徒の研究の近接領域の研究室を静岡大学や近隣の研究所や研究室から探し、5~10人ほど
の受講者を各研究室を訪れ、受講者の研究のサポートを展開する。



地下の水分量と年間の雲の動きの関係はあるのか？

(We are starts using Big data; easy access!)
学習材事例（京都大学からのSTEAM教材）
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https://www.dagik.net/english/ Dagik_clouds_2018_01_27<<<http://dagik.org/>>>

http://dagik.org/dow/Dagik_Earth_folder/atmos/Dagik_clouds_2018_01_27/index.html


あすなろでのSTEM教室

This was the picture which was use knowledge

generation for the high school students
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（静岡県総合教育センター）



Society 5.0とは;日本におけるすべての省・官庁・企業・
研究所・都道府県・政令都市が動き出した。
特に経産省；未来の教室、JST; ジュニアドクター育成塾、
グローバルサイエンスキャンパス等

 国民が納得する、「エネルギー環境教育研究所」「日本版STEAM教育研究所」が必要。

 学校が動くには、STEAMを埋め込んだ学習指導要領が必要。

 大学が動くには、Society 5.0をけん引するシステムが必要。

そのためにやるべきこととは；

 ・日本型の21世紀型の資質・能力の詳しい再吟味；海洋時代・宇宙時代Society 5.0に突入
しても、果敢に挑戦できる日本人の育成；

 ・日本型STEAMスタンダードとエネルギー環境教育スタンダードの作成；

 ・小学校・中学校・高等学校・大学への普及と改善

 ・企業や研究所と連動したSTEAM工房の推進（STEAMとSDGｓの融合）

 ・国の政策に基づいたエネルギー環境教育をどのように展開していくかが問
われている。
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終わりに
 いま日本で起こっていること；私たちは、歴史的な激動の転換点に生きている。

 ５G/６Gが牽引（けんいん）するSociety 5.0 （5th・6th Generation Mobile 
Communication System）2016年の科学技術基本法・科学技術基本計画から始動；

 Society 5.0 ：「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合
させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（内閣
府HP）」と定義された。

 2021年3月策定；「科学技術イノベーション基本計画」

 令和3年7月に高等学校の教育改革において中央教育審議会「教育課程審議会」で資料とし
てSTEAM教育の重要性が提示；経産省は「未来の教室」等の実証事業を推進；STEAM教育

 令和3年6月に「エネルギー白書2021」が世に出された。ここでも大きな転換期であること
が述べられた。

 2021年4月の気候サミット；日本が「野心的な目標として2030年度に温室効果ガスを2013
年度から４６％削減することを目指すことを表明；2050年カーボンニュートラル実現に向
けた課題と取組（エネルギー白書2021）

 新しい学習指導要領の実行と教育改革（ Project Based Learningへ大きく転換）

 これらの実現を目指し、静岡市は静岡市環境教育行動計画の策定、東海地区多くの市町も
大きな動きがみられる。

 以上の内容が有機的に繋がっている。システム思考・エネルギー環境教育の理解が大切。
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 日本及びアメリカにおける次世代型STEM教育の構築に関する理論的実践的研究、基盤研
究（B）研究成果中間報告書（その２）（研究代表者：熊野善介）、課題番号16H03058,

平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 、 平 成 30 年 3 月 、 1-194.

http://hdl.handle.net/10297/00025699

 日本及びアメリカにおける次世代型STEM教育の構築に関する理論的実践的研究、基盤研
究（B）研究成果最終報告書（研究代表者：熊野善介）、課題番号16H03058,平成28・
29・30年度、令和元年6月、1-111. http://hdl.handle.net/10297/00027484

 熊野善介(2019).静岡STEMアカデミー、平成30年度ジュニアドクター育成塾 報告書、研
究代表者：実施主担当者 熊野善介、科学技術振興機構、ジュニアドクター育成塾
（Fostering Next-generation Scientists Program）平成31年3月29日、1ー97．

 熊野善介(2020). 静岡ＳＴＥＭアカデミー、令和元年度次世代科学者育成プログラム報告
書、研究代表者：熊野善介、科学技術振興機構、ジュニアドクター育成塾（Fostering

next-eneration Scientists Program ） 令 和 ２ 年 3 月 30 日 、 1 ー 215.

http://hdl.handle.net/10297/00027418

 熊野善介(2021). 静岡ＳＴＥＭアカデミー、令和２年度ジュニアドクター育成塾報告書次
世代科学者育成プログラム（Fostering next-eneration Scientists Program）、研究代表
者 ： 熊 野 善 介 、 科 学 技 術 振 興 機 構 、 令 和 ３ 年 3 月 30 日 、 1 ー 200.
http://hdl.handle.net/10297/00028222
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最近の報告書；

http://hdl.handle.net/10297/00025699
http://hdl.handle.net/10297/00027484
http://hdl.handle.net/10297/00027418
http://hdl.handle.net/10297/00028222


ご清聴ありがとうございました。

（以下のページは、資料です。ご質問
に対応して提示いたします。）
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