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自己紹介

・大学の専門は農学(アニマル・サイエンス)
・教員として静岡県に赴任、初任校は農業高校(理科採用)
後継者は少ない(後継者育成の職業教育)
学力の低い生徒が多い
座学と実習(実践的授業)、当番で家畜の飼育(365日)
ほとんどの生徒が地元企業へ就職
動物の誕生と死（実物(生き物)の教育力）

・普通高校へ転勤(理科・生物)
学力は高いが、興味・関心は低い
ほとんどの生徒が大学進学→進学のための勉強
実生活・実社会と学習内容の関連性が希薄

・学習内容と社会との関連性を見出せる学習の在り方
→静岡大学教育学部理科教育の熊野先生（2013-2017年）
（STS＝Science, Technology & Society）→STEM教育

・Northern Arizona Univ. Center for Science Teaching & Learning(2018.4-
2020 .3)
（・静岡市立清水桜が丘高校へ復職し、勤務）



静岡市立清水桜が丘高校

・2013年4月 静岡市立清水商業高校(清商)と静岡県立庵原高校が統合し、開校
・普通科４クラス、商業科３クラスの併設校(１年生から普通科１クラス減)、全校生徒800名
・部活動が盛ん、サッカー部、バレー部、ハンドボール部、陸上部、吹奏楽部、ワープロ部、等
・裁量枠(スポーツ推薦枠)の生徒おり、商業科に多く在籍



日本におけるSTEM教育(政府)

※現行・改訂学習指導要領での位置付けはない。
・中央教育審議会(2018)｢幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導
要領等の改善及び必要な方策等について(答申)｣

「現代社会が抱える様々な課題を解決するためにイノベーションが期待されており、世界的に
も理数教育の充実や創造性の涵養が重要視されており、米国等におけるSTEM教育の推進は
その一例である。STEM教育においては問題解決型の学習やプロジェクト型の学習が重視され
ており、我が国における探究的な学習の重視と方向性を同じくするものである。」
・文部科学省(2020)｢高等学校学習指導要領改訂のポイント｣･･･理数教育の充実
日常生活や社会との関連を重視(数学、理科)
科学的に探究する学習活動の充実(理科) →｢理数探究基礎｣｢理数探究｣

・経済産業省(2018)｢｢未来の教室｣とEdTech研究会第１次提言｣･･･STEM/STEAM学習
サービス

・経済産業省(2019)｢｢未来の教室｣とEdTech研究会第２次提言｣･･･｢令和の教育改革に
向けた課題｣３つの柱｢学びのSTEAM化｣

・内閣府(令元年)｢統合イノベーション戦略2019(閣議決定)｣･･･STEAM教育等の推進

・文部科学省(平成30年６月)｢Society 5.0に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わ
る～｣･･･教育におけるSTEAMやデザイン思考の必要性

・文部科学省(平成29年告示)｢高等学校学習指導要領解説理科編｣ 第１章総説「STEM教育
は我が国における探究的な学習の重視と方向性を同じくするものである」(p8)



日本におけるSTEM教育（学術）

・松原・高阪(2017)｢資質・能力の育成を重視する教科横断
的な学習としてのSTEM教育の問い｣
→STEM教育は日本の学習指導要領に対応し、求められる
能力の育成に関連性がある

・新井(2018)｢これまでのSTEM教育と今後の展望｣
→関係する構成要素はほぼ整っている。
→STEM教育に関わる要素はすでに学習指導要領にある
ため･･･(中略)･･･STEM教育の実践が可能になる。

(中学校の学習指導要領を例に挙げて説明)
→小学校の学習指導要領では、STEM教育の一部である、
所謂プログラミング教育が･･･

→高校の学習指導要領では、情報や理数探究のような
STEM教育の考え方と親和性の高い科目が新設される。



STEM教育とは･･･多様な定義が存在

S：Science（科学）
T：Technology（技術）
E：Engineering（工学・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）
M：Mathematics（数学）

これらを領域横断的に学ぶ教育法のこと
※Bybee(2010)：
｢万人の科学・技術・エンジニアリング・数学に関連する科学・技術の理解増進、21世紀へ

の挑戦を担う全市民に必要な科学・技術リテラシーの普及・向上とともに、特に大学等の
高等教育以前からの初等・中等・高等教育段階を一貫した継続的・系統的な教育により
豊かな技術と個人的スキルを有する科学・技術専門職の担い手や国の科学イノベーショ
ンを牽引する卓越した人材を育成し、STEM関連専門職の社会的意義と役割・地位の向

上、持続可能な社会のために科学技術ガバナンスによる民主主義社会を支えるグロー
バル市民の育成の重要性を啓発・普及していくための教育及び教育活動｣



STEM教育とは(ポイント)

(1)実生活・実社会の課題

(2)探究的

(3)生徒中心

(4)教科横断的に学ぶ





※科学教室に知識を生成する方略をふんだんに取り入れる。それらは、科学と工学の
体験的・経験的な活動であるといえる。すなわち、STEM学習である。

（NGSS・次世代科学スタンダードの学習のまとめ図、（熊野善介、２０１３）

第1次元

実際に科学者や工学者がどの
ような活動をしているのかを体
験する。Inquiryという文言を
Practiceという文言に転換した。

科学と工学の体
験的経験的活動

•全ての生徒が科学の
美しさと不思議さを賛美
することができる。

•科学・工学に関係する
複雑な課題に科学・工
学の知識を持って関わ
ることができる。

•日常生活において科
学と工学の知識の注意
深い消費者となる。

•生涯をとおして科学・
工学・技術を学び続け
ることができる。

•個人の意思で仕事を
選ぶ技能を形成する。

４つの領域の
核となる概念

第２次元

パターン、原因とその影響、ス
ケール・比・量、システムとその
モデル、物質とエネルギー、構
造と機能、安定性と変化

第３次元
物理学と化学
生命科学
地球と宇宙科学
工学・技術・応用科学

８つの科学の体験的・経験的な活
動：科学の疑問と工学の問題の定
義・モデルを創造したり、モデルを
使う・探究活動の計画と遂行・デー
タの分析と解釈・数学を使用し、数
値的な思考をする・説明を構成した
り、解決策をデザインする・科学的
証拠に基づいて議論を行う・情報
を得たり、評価したり、コミュニケー
ションをしたりする。

７つの共通す
る大切な概念

研究の背景･･･STEM学習とは（熊野、2013）



日本で求められている理科学習

・PISA2015国際調査
｢科学的探究を評価して計画する｣の平均点が他より低い
「理科学習に対する道具的な動機付け」「科学の楽しさ」等が

OECD平均値を下回っている

・平成30年度全国学力・学習状況調査(2018)
｢実験や条件制御などを自分や他者の考えを検討し改善すること｣
「実験を計画すること」に課題がある

・高等学校学習指導要領(平成29年３月告示)
｢主体的・対話的で深い学び｣
「見通しを持った実験・観察を行うことにより、科学に対する興味・関
心を高め、科学的に探究する学習活動の充実」を図る(理科教育)
「科学的な根拠に基づいて多面的に捉え、総合的に判断しようとす
る態度を養う」



科学と工学の学び

①科学の疑問と工学の問題の定義
②モデルを創造したり、モデルを使う

③探究活動の計画と遂行

④データの分析と解釈 ⑤数学を使用し、
数値的な思考を
する

⑥説明を構成したり、解決策をデザインする

⑦科学的証拠に基づいて議論を行う

⑧情報を得たり、評価したり、コミュニケーションをしたりする



授業での学習内容が、

・日常生活の学びに落とし込めていない
・主体的・発展的な継続学習につながっていない

のではないか？

・日常生活と結び付けて学習出来ていない
・環境問題への意識が低い

(実生活で電気を消す、ゴミの分別、エアコン使用、等)

・科学的根拠に基づく話し合いになっていない
・｢深い学び｣につながっていない

高校｢科学と人間生活｣の授業



日常生活の中の、正解のない課題について、
科学的根拠に基づいて話し合う機会を設定

生徒達が教科書やインターネットから答えを自分で
探す学習→「主体的・対話的で深い学び」ではない

生徒達が、自分で得た情報から考えて、意見をまと
め、他者との対話により意見を伝え(説得し)、他者の

意見からあらためて自分の意見を考える、
という体験が必要

NGSSのArgument(アーギュメント)の体験

高校｢科学と人間生活｣の授業デザインの結果の考察

「自分ごと」として考えることの重要性
（平賀・田中：，2018）



授業実践対象(クラス)の背景

・商業科３年(３クラス)の理科「科学と人間生活」(２単位、週２回)
・学年の半数の生徒が就職、半数が進学(大学はほとんど推薦入試、
専門学校)
・１年で｢生物基礎｣、３年で｢科学と人間生活｣を履修
・近隣に理系に力を入れている高校(理数科)があり、実践校は文系生
徒が多い

・特に商業科の生徒は、｢理科が苦手｣｢理科が嫌い｣｢理科が不得意｣
｢理科に興味がない｣生徒が多い
・裁量枠(スポーツ推薦)の生徒も多く、｢勉強｣より｢部活｣が大切と考え
ている生徒もいる（大学もスポーツ推薦で入る）
・進路に関係がないため理科は｢消化試合｣と考えている生徒が多い

・「物・化・生・地」の４領域にまたがる内容であるため、教師もあまり担
当したがらない



授業体験実施日程

エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験

・３年商業科３クラス119名
・理科｢科学と人間生活｣(２単位、週２時間)
第３章｢熱や光の科学｣第１節｢熱の性質とその利用｣

実施日：35HR ： 2021年9月3日＋9月7日
36HR ： 2021年9月3日＋9月7日
37HR ： 2021年8月31日＋9月1日

１回目の授業：iPadを用いたシミュレーションとアーギュメント体験

２回目の授業：生徒の声を聞き、追加した授業
（福島第１原発見学の様子報告→感想の話し合い）

２回目１回目

※当初は１回の授業の予定であったが、生徒と話して、１時間追加した。



Think! HLW（High Level Radioactive Waste)
の概要

スイス ITC School of Underground Waste Storage and Disposal
→  日本向けにカスタマイズし，一般公衆向けに簡略化

電子デバイスを用いて実施できるゲーム

このアプリは，放射性廃棄物処分地は
どのような視点で選定したらよいか？

自分の考え方を認識して，他の人と
話し合うための基礎を用意すること

を目的に作成された。 （大矢、奥野、萱野ら）
1
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静岡大学教育学部萱野貴広先生のご指導・ご協力を得て、
アーギュメントの授業体験

萱野貴広、熊野善介、大矢恭久、奥野健二、池谷渉(2012)「デジタルツールとしてiPodを活用したエネルギー環境学習」、
エネルギー環境教育研究, Vol.6, No.2, p3-10.

エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験の概要



レド，ゴルド，ワイト，オランジのどこかに住んで下さい．
（できるだけ重ならないように）

エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験の概要



エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験の概要
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タッチすると画面が変わります

エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験の概要



2
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エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験の概要



アーギュメントに取り組みや
すくするために、「ワーク
シート」(萱野らが作製)が用意され
ている。

タブレットを操作しながら、
ワークシートの手順に沿っ
て考えながら記入していくこ
とにより、自分の考えがまと
まり、科学的根拠に基づく
議論がしやすくなる。

エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験の概要



授業体験の様子（シミュレーション体験）



授業体験の様子（グループ討論）
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課題１＆２

2
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授業体験の様子（課題）



追加した授業（原発見学報告） （2021年6月21日見学）



追加した授業（原発見学報告）



追加した授業（原発見学報告）













1号機建屋



1号機建屋







追加した授業（原発見学報告）の話し合いと感想



追加した授業（原発見学報告）の話し合いと感想



追加した授業（原発見学報告）の話し合いと感想



授業前後のアンケートの比較

アンケートの内容

｢科学と人間生活｣の授業全般について
６．科学を学ぶことは、人間の生活にとって必要だと思いますか？

１：強く思う、２：少し思う、３：あまり思わない、４：全く思わない
７．それはなぜですか？((6)でなぜそのように答えましたか？)

８．科学を学ぶことは、商業科の生徒にとって重要だと思いますか？
１：強く思う、２：少し思う、３：あまり思わない、４：全く思わない

９．それはなぜですか？((8)でなぜそのように答えましたか？)

10．科学は商業と関連性があると思いますか？
１：強く思う、２：少し思う、３：あまり思わない、４：全く思わない

11 ．(10)で｢強く思う｣｢少し思う｣を選んだ人に聞きます。関連性について思い
つくことを自由に書いて下さい。
12．科学を学ぶためにはどのような分野(教科)の勉強が必要だと思いますか？
必要だと思う学問の分野(教科や科目)で思いつくものを自由に書いて下さい。

四件法(選択式回答)の質問の比較



質問6：科学を学ぶこ
とは、人間の生活に
とって必要だと思い

ますか？

質問8：科学を学ぶこ
とは、商業科の生徒
にとって重要だと思

いますか？

質問10：学は商業と
関連性があると思い

ますか？

p値 3.26272E-06 2.14065E-09 1.35443E-14

ｔ値 4.901960167 6.520874763 8.877881457

自由度df 111 111 111

授業前後のアンケートの比較（対応のあるｔ検定、欠席者を除く112名分）

いずれも質問も０．１％水準で有意差が見られた
（授業前後で生徒の考え方が変化した）

四件法(選択式回答)の質問の生徒の回答を、肯定的な回答から４点～１点と配
点し、平均点について授業前後で比較した（対応のあるｔ検定）。

授業前後のアンケートの比較

その理由等の記述の分析(定量的/定性的)



授業前後のアンケートの比較

授業前後のアンケートの比較（定量的分析：テキストマイニング、欠席者を除く112名分）

(質問６．科学を学ぶことは、人間の生活にとって必要だと思いますか？)

質問７．それはなぜですか？((6)でなぜそのように答えましたか？)

事前調査：
総抽出語数：1388語
異なり語数：245語

事後調査：
総抽出語数：1388語
異なり語数：241語

増

新



６．科学を学ぶことは、人間の生活にとって必要だと思いますか？
１：強く思う、２：少し思う、３：あまり思わない、４：全く思わない

７．それはなぜですか？((6)でなぜそのように答えましたか？)

事前調査 事後調査

科学について思う
知る・学ぶと便利
日常生活で役立つ

身近に起こる
授業の内容

身の周りに起きる
社会の問題

科学と生活について思う
日常と多く関わる



授業前後のアンケートの比較

授業前後のアンケートの比較（定量的分析：テキストマイニング、欠席者を除く112名分）

(質問８．科学を学ぶことは、商業科の生徒にとって重要だと思いますか？)

質問９．それはなぜですか？((８)でなぜそのように答えましたか？

事前調査：
総抽出語数：1276語
異なり語数：257語

事後調査：
総抽出語数：1454語
異なり語数：276語

増

増

新

他にも、
ウイルス(1)
ワクチン(1)



授業前後のアンケートの比較

授業前後のアンケートの比較（定量的分析：テキストマイニング、欠席者を除く112名分）

(質問10．科学は商業と関連性があると思いますか？
質問11 ．(10)で｢強く思う｣｢少し思う｣を選んだ人
に聞きます。関連性について思いつくことを自由に
書いて下さい。

事前調査：
｢強く思う｣｢少し思う｣の
合計･･･25人

総抽出語数：323語
異なり語数：110語

事後調査：
｢強く思う｣｢少し思う｣
の合計･･･74人
総抽出語数：804語
異なり語数：230語

増

新

新

新
原発に関連した語

コロナに関
連した語



(質問10．科学は商業と関連性があると思いますか？
質問11 ．(10)で｢強く思う｣｢少し思う｣を選んだ人に聞きます。関連性について思い
つくことを自由に書いて下さい。

事前調査 事後調査

科学と生活について思う
日常と多く関わる

必要な知識だと思う
科学を学ぶことは生活で



授業前後のアンケートの比較

授業前後のアンケートの比較（定量的分析：テキストマイニング、欠席者を除く112名分）

質問12．科学を学ぶためにはどのような分野(教科)の勉強が必要だと思いますか？
必要だと思う学問の分野(教科や科目)で思いつくものを自由に書いて下さい。

事前調査：
総抽出語数：266語
異なり語数：21語

事後調査：
総抽出語数：388語
異なり語数：25語

新



アンケートの記述内容の定性的分析

事前調査

事後調査

２．少し思う

社会に出てあまり科学のこと
は考えないと思うから。（大
学で使う人以外）

１．強く思う

科学によって産業にも大き
な影響を与えるから。

１．強く思う

天候→風力発電、太陽光発
電
→エネルギー(会社で使う機
械など)に影響が出る

３．あまり思わない



アンケートの記述内容の定性的分析

事前調査

事後調査

２．少し思う

商業科にかかわらず、全員
が必要だと思うから。

４．全く思わない

２．少し思う

コロナで商業の発展がおと
ろえたときき、なるほどと
思ったから。

１．強く思う

コロナの中での商業
環境に配慮した商業



アンケートの記述内容の定性的分析

事前調査

事後調査

３．あまり思わない

商業の中で、科学が役に立
つところがわからないから。

３．あまり思わない

科学と商業の共通点がわか
らないから。

１．強く思う

私達も何か力になれるように
科学について学ぶため。

１．強く思う

コロナによって、商業活動が
止められてしまっているから。



アンケートの記述内容の定性的分析

事前調査

事後調査

２．少し思う

大学に入って使う人は少ない
かもしれないが、日常生活で
雑学として知っていたらおもし
ろい。

３．あまり思わない

経済で科学はあまり見かけな
いが、ゼミによっては使ってい
る。

１．強く思う

ウイルスや原発等失った活
気を取り戻すために商業を
学ぶべき

１．強く思う

科学的な安全性がなければ
自由に商業を行うことができ
ない



考察

・エネルギー問題を題材としたアーギュメント授業体験＋原
発見学報告により、生徒達は科学の社会的課題を考える機
会を通して、科学を｢授業で学ぶ人間生活の科学｣から｢自分
達が考えなければならない課題｣として捉えた。

・生徒達は自分の進路(就職・進学)とは無関係だった科学
が、関連したものであると気付くことができた。

・その結果、科学を学ぶ意義を、｢教養としての科学｣から｢今
後必要なもの｣と変化した可能性がある。

・科学をより広範なもの(領域横断的なもの)として捉えること
ができるようになった可能性がある。



課題

・｢iPadを用いたエネルギー問題を題材としたアーギュメント
授業｣・｢原発見学体験(＋感想の話し合い)｣のそれぞれがど
れだけ生徒に影響を与えたのかが明確ではない(相乗効果
があったのか？)

・自分に差し迫ったコロナワクチン接種の問題と、放射性廃
棄物・原発等の課題を、ともに科学に関連する社会的課題と
して捉える（｢自分ごと｣として捉える）ことができた結果、商
業・経済へ関連付けて考えられる効果はあった。

今後も実践的に検証していく必要がある



御清聴ありがとうございました

静岡市立清水桜が丘高等学校
静岡大学STEAM教育研究所協力研究員

奥村仁一


