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は じ め に 

  

 

 我が国経済は中長期的にみると、出生率低下による高齢化や人口減少､グローバル化の

進展と国際競争の激化、エネルギー環境制約の増大など、厳しい経済環境に直面してお

ります。ＩＭＤなどの国際調査機関で行われている国際競争力ランキングをみましても､

我が国は１９９０年代半ば以降、総合順位で競争力の低下傾向が顕著になっております。 

 我が国が国際競争力を回復し､経済成長を今後も続けるためには、イノベーションによ 

る新事業が持続的に創出される基盤を構築し､技術やビジネスモデルの革新を通じて､経

済の活性化を図ることが必要条件の一つと考えられ、それらを担う研究開発人材や､新た

なビジネスチャンスを事業化し､社会経済に貢献する人材の育成が何よりも求められ､産

業界にとっても重要な問題であります。しかし現実には 、製造業の競争力を決定する理

数系の技術者・研究者の育成は多くの課題を抱えているのが現状です。 

 とくに、最近わが国の若手研究者の能力低下が企業で問題となっておりますが、これ

が理数系能力の低下によって引き起こされていることは､様々なデータで明らかとなっ

ています。また、これに加え若手従業員のコミュニケーション能力の低下も問題となっ

ております。 

 このような状況の中で、「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」

では、平成２３年度から､製造業（機械工業）において理数系能力の低下とコミュニケー

ション能力の低下によってもたらされる問題を明確化すると共に、これによる企業のコ

スト負担を評価し、費用便益的な視点をもとに､理数系教育のシステム設計を行う研究を

始めました。 

 本報告書は､同調査専門部会の平成２３年度の調査・活動成果を取りまとめたもので、

関係各位のご参考になれば幸甚と考えております。 

 本年度の活動を取りまとめるに当たり、ご尽力、ご支援を賜った部会長の西村和雄・

京都大学経済研究所特任教授並びに委員各位、（一社）日本機械学会、国際教育学会、

モノづくり日本会議/日刊工業新聞社、シンポジウムにご参加頂いた国内外の先生方を始

め、本調査活動にご協力を頂いた多くの方々に深甚の謝意を表します。 

 

 

 

                                  平成２４年３月 

                                     一般社団法人 日本機械工業連合会 

                         会 長  伊 藤 源 嗣  
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要 約 編 

第１章 本事業の問題意識と実施概要 要約 

 

１．本事業の背景 

わが国経済は､中長期的に見て出生率低下による高齢化や人口減少、グローバリゼーショ

ンの進展と国際競争の激化など､厳しい経済環境に直面している。 

 わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーションによる

新事業が持続的に創出される基盤を構築し､経済の活性化を図ることが必要条件の一つと

考えられ、それらを担う研究開発人材などの育成が何よりも求められる。 

 近、わが国の若手研究者の能力低下が企業で問題となっているが、これが理数系能

力の低下によって引き起こされていることは､様々なデータで明らかとなっている。 

 高等学校での理系科目の履修率の低下も大きく、物理にいたっては 1970 年の 93.8％

から 1990 年代には 10％台まで低下している。このような理数系能力の低下は、理数系教

育の荒廃が重要な原因と考えられる。  

２．本事業の目的 

 本事業では、製造業（特に機械工業）において理数系能力の低下などによってもたら

されている問題を明確化し､企業が負担するコストを評価し、費用便益分析的な視点を基

礎に､理数系グローバル人材の能力形成と組織内効率性向上のための理数系教育のシステ

ム設計を行うことを目指す。 

３．本事業の実施体制 

図表 1 本事業実施体制図 

 
理数系グローバル人材育成・教育に関

する調査専門部会 

調査専門部会事務局 

日機連 業務部 
調査研究担当 
（株）日鉄技術情報センター 

産業界 

日機連会員 

学界 

日本機械学会、国際教育学会

部会長：国際教育学会
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４．本事業の実施概要 

本事業で実施した専門部会とシンポジウム、海外調査は以下のとおりである。 

第１回部会 平成 23 年 7 月 22 日 
「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」

京都大学経済研究所 特任教授 西村 和雄氏 

第２回部会 平成 23 年 9 月 16 日 

「高等学校における理数科目の変遷及び履修状況につい
て」   

文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究センタ
ー 基礎研究部 総括研究官 安野 史子氏 

第３回部会 平成 23 年 10 月 21 日
「豊田自動織機の技術系社員教育とその分析結果」 

株式会社 豊田自動織機 常務執行役員 野崎 晃平氏 

海外調査 

（台湾） 

平成 23 年 

11 月 20 日～23 日 

国立台湾師範大学（科学教育中心） 
台北市立建国高級中学 
台湾教育部 中等教育司、中等教育司、職業教育司、国金

教育司、中部弁公室台北市立麗山高級中学 
蘭雅国民中学 
南湖国民小学 

第４回部会 平成 23 年 11 月 25 日
「現在の高校における物理教育の現状と課題」 

千葉県立千葉高等学校 物理担当教諭  堀 亨 氏 

海外調査 

（韓国） 

平成 23 年 

12 月 5 日～7 日 

中村中学校
大邸市教育庁 
国立大邸教育大学 
大邸科学高校 

シンポジウム 平成 24 年 1 月 27 日 

全体テーマ 
「理数系基礎学力の強化とものづくり人材育成の課題」 

討議テーマ 
“物理を中心とする理数離れと日本の製造業(モノづくり)

の将来について” 

第５回部会 平成 24 年 3 月 16 日 
「一関工業高等専門学校における理数系キャリキュラムに

ついて」国立一関高等専門学校 教授 白井 仁人氏 

なお、上記シンポジウムはモノづくり日本会議／日刊工業新聞社、日本機械学会、

国際教育学会との共催により実施した。 

  

第２章 理数系人材の育成の現状 要約 

１．日本の理数教育の問題点と人材育成への課題  

（１）．日本の理科教育に関する現状認識 

（京都大学経済研究所特任教授 西村和雄氏） 

 IMD 国際競争力ランキングでは、日本の長期的な競争力低下が顕著であることが

示されており、競争力の回復は危急の課題であると言って良い。 
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 文部科学省が民間企業管理者を対象に平成 12 年に行った『若手研究者の資質に関

する調査』結果によると、半数以上の企業が若手研究者能力の低下を指摘している。 

 

 平成１２年文部科学省調査「我が国の研究活動の実態に関する調査」では、研究者

自身の評価でも民間企業では 35.8%が若手研究者能力の低下を指摘している。 

 

 

 

 入学試験において数Ⅲを課していない国立大の学科は、理工系で 18.5%、薬農系で

41.4%となっている。また、二次試験で理科を全く課さない国立大の学科も、理工

系で 21%、薬農系で 18.7%となっている。 

 理数系能力の低下は、学校教育の中での計算問題と理科系科目の授業時間数の減少

によっても確認できており、理数系教育の荒廃が重要な原因と考えることができる。 
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 1999年NFS調査が示す米国工学系大学院での博士号取得留学生数の低さで示され

ている。 

 

（２）．本事業の趣旨説明 

定着していない「物理離れ」という言葉 

 一般に総合して「理科ばなれ」と言われていたがそれに対応する「数学ばなれ」

という言葉はなかった。実際には「数学ばなれ」が進んでいて、まず「数学ば

なれ」を止めないと「理科ばなれ」は止まらない。 

 肝心の「理科ばなれ」については、実験が行われていないことが問題視され、

「理科ばなれ」が取り上げられるが、「物理ばなれ」という言葉は定着してない。

これは問題だと思った。 

 このままでは、全員が生物のみを履修するなら、それでも理科ばなれは止まっ

たということになってしまう。 

「物理離れ」の放置は致命的 

 高校の科目別履修率のデータを収集しても物理ばなれが一番深刻。このままで

は日本の科学技術に与える影響は致命的。 

 物理を学習している人の数が少ないというのをまず何とかしなくてはならない。 

 委員会として、 終的には物理の履修率を上げるような何か方策を考えたい。 

 考えて終わりでなくて、実行可能で何らかのインパクトを与えられる形にした

い。 

 提言を出して終わりでなくて、それが走り出すような方法を考えたい。 

 

（３）． 理数系人材の育成の現状について 

１）． 京都大学経済研究所特任教授  西村和雄氏講演の要旨 

 数学教育の改善に向けたこれまでの取り組みの紹介。 

 日本の理数教育、特に理科教育の主要な問題点を挙げると以下のとおり。 

（１） 理科の特定の科目を履修していない 
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（高校における物理、化学、生物のそれぞれについて、特に物理
の履修者が少ない。） 

（２） 履修はしているが、理解が十分でない。 

（３） 大学における物理学習が十分でない。 

（４） 大学院修了者の学力が低い。 

 以上の問題の背景には、小中高の授業時間の減少、高校と大学における選択制

の拡大、入学者選抜方法の多様化、大学院定員の拡大などがあると考えられる。 

２）． 本講演に関する質疑応答などでみられた議論 

本講演に関する質疑応答などでみられた議論は大きく５つに分けられる。 

 まず、現状の問題意識に関するもの 

 そうした問題に対する取組や対応に関するもの 

 これまでの取組の現状とそこから浮上する課題に関するもの 

 本事業の調査範囲の対象やその範囲についての意見 

 本事業が目指すべき提言とその手法 

これらを図式化し、俯瞰したものが以下の図である。 

図表 2  第１回専門部会における議論の集約と俯瞰図 

 

出所 上記議事録をベースにして分類し、相互の関係を勘案しながら図式化、JATIS 作成 
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２．高等学校における理数科目 

 [講師] 文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 

 基礎研究部 総括研究官 安野 史子氏 

（１）．「高等学校理数科目の変遷及び履修状況について」講演内容 

１．大学進学状況の推移 

・18 歳人口は減少傾向にあるが、大学志願者数、進学率は上昇。 

・人口は減少しているが、大学入学者は減少していないという状況。 

２．高等学校における教育課程の変遷 

・平成元年（1989 年）告示の学習指導要領では、科目の細分化が実施され、約 60 科目

に急増した。 

３．数学・理科の科目履修動向 

・昭和 35 年（1960 年）告示の場合、物理・化学・生物・地学は全て学ぶ。 

・昭和 40 年（1965 年）告示の場合、理科授業は 1 週間で６時間は確保。 

・現在、地学はほとんど履修されていない。地学の教員自体もほとんどいない。 

○教科書需要冊数から見た履修状況 

・数学：20～25％台。 

・物理：約 16％（近年、微増傾向）。 

・化学は文系の生徒が多く選択する傾向。 

・小学校１、２年次に理科の授業がないことで、中学で学習すべき理科の内容が高校 1
年生にまで繰り上がってきている。このことが、理科系進学者に高校で理科 3 科目を
履修することを不可能にしている。 

４．大学入試における科目選択 

・共通一次からセンター試験に変わって、受験科目は細分化された。 

・近年、受験生全体の約 3 割は物理をセンター試験で選択している。 

 

（２）．本講演に関する質疑応答などでみられた議論 

ゆとり教育と理科

の履修率 

1982 年実施（昭和 53 年告示）の学習指導要領から、「ゆとり教育」
が実施された。この時期に高校 1 年次が終了するとすぐに文系・
理系に分かれるように、選択が拡大した。「文系」生徒が「理系」
科目の内容を理解できなくなったのはこの時期から。理科におけ
る履修率の低下もこの時期からである。 

履修科目の選択要

因 

履修科目は学習指導要領の改訂だけでなく、大学入試でどのよう
に科目を選択できるかで変化してきている。 

センター試験と受

験生の行動 

センター試験の仕組みを変えると、受験生の行動はかなり変化す
る。 
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物理履修率の低下 20 年程のスパンで見て、物理の履修が下がっている。昭和 53 年
（1978 年）の指導要領から物理の履修率が下がった。ゆとり教育
が始まり、選択制が拡大したため物理の履修率が下がった。 

偏差値のカバーす

る範囲 

「偏差値」とは、一般入試で入学してきている人のデータ。しか
し現状では AO 入試と推薦入試での入学者を足すと全体の半分を
超える。そのため偏差値で表す大学のレベルと実際の入学者のレ
ベルとは乖離している場合が多い。 

一般入試枠を増や

すと合格点は低下 

一般入試での定員が多いと、応募者も増える。しかし、定着率が
悪い、膨大な合格者を出す。合格点のボーダーラインが 3、4 点下
がってしまう。 

旧帝大クラス 旧帝大クラスの工学部では、倍率 2 倍を保つのがギリギリ。 

 

３．技術系社員教育の現状と今後の課題 

講師 株式会社 豊田自動織機 常務執行役員 野崎 晃平氏 

（１）．「技術系社員教育の現状と今後の課題等」講演内容 

人材育成への取り組みについて 

取組姿勢---育成
過程をデータで
検証 

・育成するだけでなく、その後どのように成長したかをデータによ
りきちんと検証している。同時に高校、大学の学部・専攻などの
バックグラウンドとの関係の把握にも取り組んでいる。 

・自社製品との関連がある教育をしている。 

現在の人材育成
のテーマ---部下
の指導ができる
ようにすること 

・バブル時に大量採用を行い、その時採用された社員が現在多くの
部下を抱える立場にあるが、部下をきちんと指導できない。 

→「部下の指導を出来るようにする」これが人材育成のテーマ。 
・現在 50 代位の退職間近、もしくは直後の世代の技術的レベルが

も高い。 
・若手現役社員は、同じ仕事でも昔の社員の 2~3 倍ほど時間がかか

ってしまい、生産効率が悪くなっている。 

人材育成は 大
の使命---トップ
の思いが必要 

・「職場力」（リーダーシップ）と技術力の教育に注力。 

・人材育成については社長などトップの思いが必要→2008 年度社長
指針・基本指針：管理職はいかに部下の育成に取り組んだか、半
期ごとに報告、評価基準として賞与や昇給に反映。 

・人材育成は 大の使命。この5～6年で人材育成に力を入れ出した。

技術技能ラーニ
ングセンター 

・技術技能ラーニングセンターでは、技術系採用の新入社員に対し
て基礎技術、本来高校や大学で修得すべき物理を中心とする工学
系の基礎的学力・能力を身につけさせる教育に取り組む。 

教育と訓練 ・現在の教育は、反復や繰り返しなど、苦労を厭わない学習を軽視。

・重要だが軽視される暗記。知識量によって異なる達成度。 

現在の新入社員
の評価---不足・
低下・欠如 

・一度学んだことが頭に入っていない。身についていない。 

・訓練の軽視が一因か。 

・現在の新卒には、基礎能力の不足・オリジナリティの欠如、問題
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設定能力の不足、意識レベルの低下等の問題がある。 

採用条件の変化
---学校の成績等
重視 

・20～30 年前のレベルに急速にキャッチアップさせる必要がある。

・従前の採用条件では重視する項目上位 3 位が「人柄」、「熱意」、「今
後の可能性」（リクルートの昔の資料） 

・現在は学校の成績と入社試験の成績を重視（見直した） 

大学（院）への
期待 

・専門分野の知識を学生にしっかりと身につけさせること 

・知識情報を集めて自分の考えを導き出せる訓練をさせること 

学力レベル変化
---社内試験で検
証---若い人ほど
低く年々低下 

・同じ問題---若い人ほど得点が低い、毎年その点数が低下。 

・文章問題の正答率から、読解力の低下も。 

・物理、算数・数学などでは計算能力や基礎的な知識が不足。中高
で習ったことはほとんど忘れている。→新入社員にはいわば、「詰
め込み教育」を行わざるを得ない。 

・専門分野別の各平均点には出身学科別の差があまり見られない。

属性別傾向---物
理系は優秀、数
物テストと実力
テストの相関は
高い 

・大卒、院卒の間には平均点格差無し（SPI や入社後の実力テスト）。

・高卒の成績優秀者のほうが大卒の成績下位者より高得点。 

・物理系専攻の社員は、人数は少ないが成績優秀者が多い。どの分
野でもバランスの取れた良い成績（過去 6 年間の調査） 

・物理のできる人は教育効果が高く、どの分野でも平均して出来る。

・SPI と研修後の実力テストの点数には相関がない。 

・数学・物理テストと実力テストの相関は大きい。 

・院卒だが他大学出身者の場合は成績の低い傾向 

・大学と大学院での専攻の異なる人も成績が低い。 

 

（２）．本講演に関する質疑応答などでみられた議論 

教育研修や OJT
を蝕む残業等労
働規制 

・新入社員への宿題は、今は業務命令になるので宿題を出せない。こ
の点が今の中国だと違う。熱意のある人は休日でも手当がつかなく
ても勉強しに会社に来る。 

・以前は OJT で基礎的なものも含めて上司が若手の面倒を見ていた。
しかし現在は残業時間の制約などの理由でできなくなってきた。 

社内教育カリキ
ュ ラ ム の 公 開
を！ 

・バブルの時代はどこの会社も若手社員の教育を怠っていたと思う。

・社内教育のカリキュラムを大学に公開することにより、ふさわしい
人材を教育機関が育ててくれるようになるのではないか。 

産業・企業からの
教育界に---採用
試験・条件の公開
を！ 

・今までは産業界から教育カリキュラムへの口出しはタブー、そのた
めに企業が入社後に再教育することになっているのでは。 

・現在企業が行っている教育は、その企業固有の知識ではなく、本来
ならば高校・大学で培われているべき一般的な内容。それを企業は
大学よりもはるかに体系的に再教育している。 

・採用選抜のときに用いている試験や条件を大学側に見せること。 

大学院定員の廃
止を！ 

・大学院の場合、「定員を満たさなくてはならない」という縛りをな
くさないと、現状を変えるのは難しい。 
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他の企業でも数
物試験を！ 

・小中高大だけでなく、同時に企業にもプレッシャーを与えなくては
いけない。企業側への提言は、結局大学へ外圧を与えるための提言
になる。 

・数学・物理テストを他の企業でもやらせてみると良い。 

４．現在の高校における物理教育の現状と課題 

講師 千葉県立千葉高等学校 物理担当教諭  堀 亨 氏 

（１）．「現在の高校における物理教育の現状と課題」講演内容 

１．高校理科教育課程（学習指導要領）の変遷 

・以前の教育課程 （昭和 38 年~）物理、化学、生物、地学の 4 科目を必ず履修。 

・現在の教育課程 （平成 15 年~）理科基礎、理科総合 A、理科総合 B のうちの少なく
とも 1 科目以上と、物理Ⅰ、化学Ⅰ、生物Ⅰ、地学Ⅰを合わせて
2 科目を必ず履修。 

理科総合 A は中学の第一分野、B は中学の第二分野に当る。 

・次の教育課程 （平成 24 年~）→科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎、
地学基礎から、科学と人間生活を含む 2 科目、または基礎科目か
ら 3 科目を必ず履修。 

基礎科目は 2 単位、物理、化学などの科目は 4 単位となる。 

現行課程の高校
物理の内容 

・物理Ⅰ第１編の「電気」に関しては中学からの延長線上にあるよ
うな内容。 

・物理Ⅱ第 5 編の「原子・原子核・素粒子」については、入試で出
題されないため、教えない学校も多い。 

新課程の高校物
理の内容 

・物理基礎（標準 2 単位）は現行課程の物理Ⅰ（標準 3 単位）とほ
ぼ同じ内容、「静電気」、「人間と物理」など追加された内容も。内
容が増えたにも関わらず単位は減っている。 

２．理科の選択状況（千葉県） 

科目別選択状況 ・化学Ⅰが 52.2%と も多い。物理Ⅰは 23.0%。 

・選択するのは大体理系というのが生徒間での認識。 

・化学は文系でも理系でも選択しやすく、地学はセンター試験で点
数を稼ぎやすいという認識の下、選択されている。 

物理選択者が少
ない理由 

・高校教育が大学入試に“ 適化”しすぎ。受験時に良い点数を採
れる、良い大学に合格できれば良いという考え。 

・保護者からの要望も大学入試重視に。 
・生徒にとって物理は敷居が高い科目という印象。親との会話の中

でも「物理は難しい」と刷り込まれていることがある。 
・数学よりも物理への苦手意の方が高い。 
・物理の方が数学の知識よりも先行して教えられることが多い。し

かし、数学の知識が追い付かず理解が難しくなる。 
・一般社会の「科学」に対する位置付けの低さも。例えばネットニ

ュースのアクセス数や書店での「科学」コーナーの位置など。 
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３．理科教育の再検討 

実験の意味 ・理論とイメージを結合させる。 

探究心の育成---
学習意欲を喚
起する取組み
が必要 

・フィールドワークを。 

・科学論文コンテストへの応募。毎年日本からは 6 人派遣。 

・現在の先端科学技術と基礎的な物理の学問との結びつきを。 

・学校で学んでいる「物理」はやはり大事なのだという理解を。 

・実際にコピー機の分解をさせるなどの取り組みを行った。 

科目横断型 ・日本古来の建築様式と科学の関係などを建築職人に説明依頼。 

Borderless ・SSH での外国人講師による講座を展開する 

表現活動 ・レポート、パブリックスピーチの機会を。 

カリキュラム ・科学史からのアプローチや相対性理論等の導入により生徒の興味
を。 

学習環境 ・理科好きが快適に過ごせる環境を。 

・20 人規模の少人数クラスの実現を。 

・現在の理数科は 1 クラス 40 人程。 

４．千葉県立千葉高等学校について 

学校の特色 ・入試に特化した授業ではなく、重厚な教養主義に基づいた授業を
展開する。「演習は自分でできるから、授業ではもっと本質的なこ
とを教えてほしい」と生徒から要望がくることもある。 

理科教育課程 ・1 年次：「生物Ⅰ」と「理科総合 B」の名目で「地学Ⅰ」を全生徒
が履修。 

・2 年次：「物理Ⅰ」と「化学Ⅰ」を全生徒が履修。全生徒が週 6 時
間理科。 

・3 年次：（文系）「物理Ⅱ」、「化学Ⅱ」、「生物Ⅱ」又は「地学Ⅰ」
を履修。「物理Ⅱ」は毎年 10 数名が選択。 

（理系）「物理Ⅱ」、「化学Ⅱ」、「生物Ⅱ」、「地学Ⅰ」のうち 2 科目

を履修。 

文系物理での取
り組み 

・Open-Ended な問いかけを。 
・五感（聴覚、触覚、味覚・嗅覚体験など）を活性化させての表現

活動。 
・「科学」の内的な敷居を下げるための様々な取り組みを。 

５．物理選択者を増やすためには 

物理選択者を増
や す た め に
は！ 

・回り道でも、社会の中での科学の裾野を広げる。 
・入試体制の多様化。入学後に AO 入試受験者へのサポート体制を

大学側が整えること。入試科目を増やすことで、高校側の入試へ
の“ 適化”を抑制させる。 
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（２）．本講演に関する質疑応答などでみられた議論 

現在の教育は変
えられるか 

・県立千葉高校のような教育を全国の各都道府県で実施すればかな
り理科教育の状況は変わるはずだ。 

文理の指導方法 「迷ったら理系」、「迷ったら物理」（灘高校、千葉高校） 

原理を知る人間
を増やすため
には 

原理の理解を飛ばさない教育を文系の 3 年生で実施できている。こ
れは少人数であるから可能になっている。しかし、これが 40 人ク
ラスであれば難しい。 

物理史や数学史 授業ではそのような視点を取り入れて教えるように意識している。

生徒の科目選好 生徒はどうしても簡単そうな科目を選んでしまう。必要なものは教
えなくてはならないと思う。 

小学校の理科 教員の理科への苦手意識の強さを感じる。教員のほとんどは文系出
身者であるため、基本的な実験も知らない。 

理科英才教育 日本にも横浜サイエンスフロンティア高等学校という科学技術高校
がある。そこでは発表などは全て英語で行う。 

 

５．高等専門学校における理数系カリキュラム 

講師 一関工業高等専門学校 一般教科・自然科学系 教授  白井仁人 氏 

（１）．「一関高等専門学校における理数系カリキュラムについて」講演内容 

高専とは  中学を出たばかりの 15 才、すぐに 16 才になる学生に５年間一貫の

早期専門教育を行う教育機関。 

高専の目的・特

徴 

創造的かつ実践的な技術者の育成。「実践的な」というのが高専の特

徴で未来を背負う技術者「役に立つ人材」の養成を目指す。 

高校との比較 指導要領がない。低学年から専門教育。実験が多い。 

進級合格点は（高校は 40 点だが）高専は 60 点と高い。 

大学との比較 教育目標が技術者育成、企業重視といった点で明確。 

企業見学、合宿研修、工場見学、インターンシップ、科学講演会、

討論型の授業,PBL 授業など個性的な授業を実施。 

理数科カリキュ

ラム 

高校対比、数学や物理の単位が多く、４年までに大学初級レベルま

で学習。 

一関高専におけ

る文理融合・体

験型の科学教育 

一関高専では、模範解答のない授業を平成 17 年からスタート。学生

に自らの答えに至る過程を模索させ、意見を形成させる授業。 

一関高専におけ

る体験型授業 

「実験・体験・討論型」の新しい科学教育を目指す。 

一関高専におけ 楽しむ科学教室（小柴昌俊氏主催の高校生向け科学教室）への参加

- 11 - 

 
  



---12--- 
 

る教育の成果例 人数が地域内で 多、質疑応答で多数の学生が質問。 

近の学生つい

て 

習っていないだけで能力が下がったわけではない。科学技術への夢

や期待を育てれば理科を好きになるのではないか。ポジティブな夢

や期待を打ち出すことが大切。 

目指したい理数

科教育 

学生がトライ＆エラー（特に失敗）できる教育の重要性。科学技術

への夢や期待を育成する。 

（２）．本講演に関する質疑応答などでみられた議論 

高専の進学率 2/3 は就職。高専は企業を向いた学校。 

高専の就職率 企業の人に高く評価されていて、就職率はほぼ 100%。 

高専出身者の企

業内の位置づけ 

数は圧倒的に少ないものの不平不満を言う卒業生の話は個人的には

全く聞いたことがない。 

実践ということ

の意味 

座学ではなく実験など実際に自分で行い実際に役に立つ内容という

意味。学生が実際に企業に出向いてそこで授業を行うこともある。

実践的な技術教

育 

今の日本で実技教育をきちんと受けることができる教育機関は高専

しかない。 

高専の長所 カリキュラムが優れている。これは企業の役に立つとか社会貢献な

ど存在目的が明確になっていることが大きい。 

普通高校への適

用可能性 

生徒の将来を全方位に置いている普通高校に、高専のカリキュラム

を導入することは高校にエリートコースを分離しない限り難しい。

 

第３章 海外調査 要約 

１．台湾教育事情 

台湾教育部の考

え方 

教育は国家発展の基盤であり、21 世紀において人材育成は 優先
課題である。国際競争を勝ち抜くためにはしっかりした教育改革を
描かねばならない。 

高校の理科教育 一般教養としての理科教育と優秀な人材を育てる教育の２つ 

文系と理系比率 建国高級中学（台湾トップの進学校）：文４クラス、理 21 クラス

麗山高級中学（科学高校）：文２クラス、理８クラス 

HSP ： High 

Scope Project 

日本の SSH をモデルに導入した“恒久的”施策、５年間プロジェ
クトの現在第２期目。高校の先生が如何に学生に興味を持たせられ
るか工夫したカリキュラムを開発するプログラム。 

HSP～新しい教

育手法 

Inquiry  based  learning、Problem based  learning 
Project  based  learning、Project  practice learning etc. 

高校科学クラス 2009 年にスタート、全国で 9 校を指定。 
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高校の英才クラ

ス 

科学クラス：２年間で修了、高３は大学で学習 
数理クラス：３年間で修了、授業の他に３年掛けて特別研究を実

施 

高校数理クラス 数理資優班と呼ばれ、上位 3%が許可される。師範大学の特別教育
専門家による試験と理科の実験、数学の筆記試験と立体模型で選
別。 

高校特別研究 数理クラス（資優班）で行う探索型学習。研究計画を出し、国家
の科学委員会で採択されると大学の先生が紹介されることもある。

科学コンテスト 小学校から高校まで様々な展示会があり、切磋琢磨させ鍛える。 

国際オリンピッ

ク 

出場者は大学で講義を受けられる。受賞者は大学入学資格や奨学
金などのインセティブを享受できる。 

能力コンテスト 物理，化学、生物、地学、情報、数学で実施 

高校生の理科選

好 

理科系は生物と物理・化学が各 50%ずつ 
そのうち理工系志望は物理・化学を選択（麗山高級中学） 

科学高校の発想 麗山高級中学が 初に構想したが韓国に先を越された。（欧米式ボ
ーディングスクールを作りたかったが科学志向の高校となった） 

グローバル化 キャンパスガイドチームの生徒は英語でプレゼン。NASA との遠
隔授業、英国との交換留学を実施。 

中学数理クラス 1994~98 までは一般能力クラス、1999 から数理資優班。数学と理

科で「特優指導」「代表指導」という先生が指導。 

中１：夏冬休み探索キャンプ 

中２：独立研究と校外参訪、中３：独立研究と成果発表会→冊子化

中学独立研究 数学と理化（物理と化学）、生物の３つ。余暇時間（昼休み、放課
後、夏冬休み）に実施、科学研究能力培養を目指す。推論、実験観
察、研究発表を行う。 

卒業生の顕彰 科学オリンピックメダリスト→「傑出校友」という称号授与 

小中学校能力指

標 

小１～２，省～４，小５～６，中１～３の４段階別の能力指標を
導入、科学技術の基礎的知識を評価できるようにした。 

先生のレベルア

ップ 

中学校では専門教科の研修に注力、地方教育指導団を結成、各地巡
回。台湾では物理、数学、生物、化学は専門学位が必要（教育学部
卒は学校の行政職に従事） 

小学校は原則クラス担任制だが、数理は専門の先生が指導。 
高校の先生は高学歴化(50%が修士号、博士号所有者) 

英才教育に対す

る反応 

台湾人はエリートが必要であり、社会的にその存在が認められてい
る、そういう風土だ。だから我々もエリートを育てようという使
命感を持って望んでいる。（建国高級中学） 

未来教室 小学校で ICT 完備した教室、海外との交換授業実施（南湖小学校）

天文教室 小学校でプラネタリウムなど体験設備具備。 

保護者の会 小学校の先生指導の下、教育補助活動に従事（天体模型など製作）
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２．韓国教育事情 

英才教育 2000 年に英才教育法制定、初等中等教育で国家レベルの英才教育ス
タート。 

従来の学力平準化政策（低位平準化）の弊害反省。 
教育課程開発院にて英才性検査試験実施。 
社会の拒否反応は見られない。 
英才強化科目は学校毎に異なる。東村中学校は数理教室を開設。 

飛び級 1997 年からスタート、５歳から入学できるが一般的ではない。 

教師の研修会 物理を優しく面白く教える教師の会---中学等の先生たちが研究して
報告書にまとめて発表、普及啓発活動を展開。 

科学英才高校 大邸科学高校は全国に４つあるうちの一つ。数理系を集中的に教育。
進学先は KAIST、ソウル大など、大学の教授が来る、大学の研究
室に行く機会がある。理科は集中的に取り組む科目を選べる。 

中学の理科教師 主専攻の物理・化学・生物・地学の他に副専攻があり、共通科学（実
験と講義）も教える。理科教師は就任後、実験等の研修必修（東
村中学校） 

理科の授業の例 理科で習ったことを文章化する訓練（小学校）、テーマ別グループ活

動（東村中学校） 

ICT の活用 教科授業もそれ以外も 新の ICT を活用（小学校） 

メントリン学習 大学生のボランティア活動で塾に行けない生徒に学習指導（（東村中

学校） 

先生に対する尊

敬心 

塾の台頭による薄らぎつつあるものの日本と比べると尊敬されてい
る。資格試験は数十倍という難関。大学院で修士を取る先生も。

 

第４章 シンポジウム 要約 

１．シンポジウム開催概要 

日 時：平成２４年１月２７日（金） １３時～１７時 

場 所：機械振興会館 Ｂ２ホール（東京都港区芝公園 3-5-8） 

主 催：一般社団法人日本機械工業連合会 

共 催：モノづくり日本会議／日刊工業新聞社、日本機械学会、国際教育学会 

２．シンポジウム次第 

基 調 講 演    

 西村 和雄 京都大学経済研究所 特任教授 
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第一部：国内の部  
モデレーター 大森不二雄 首都大学東京 大学教育センター教授 
パネリスト    久保 司郎 大阪大学 学際融合教育研究センター長 
 大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 
       渡邉恵理子 電気通信大学先端領域教育研究センター特任助教 
           森下  信 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 
    環境情報研究院長･学府長 
           戸瀬 信之 慶應義塾大学 経済学部 教授  
           野崎 晃平 (株)豊田自動織機 常務執行役員 

第二部：海外の部  
モデレーター 八木  匡 同志社大学経済学部 教授 
パネリスト  金 東 煜 韓国・大邱教育大学教授 
           ホルガー・ヴィッティヒ 
 ドイツ機械工業連盟（VDMA）日本事務所代表 
            加藤 五郎 カリフォルニア・ポリテクニック州立大学教

授 
            デイビス ピーター クリストファ  
 (株)テレコグニックス 代表取締役 
              榊  裕之 豊田工業大学学長 

総  括       

 西村 和雄 京都大学経済研究所 特任教授 

 

３．シンポジウムの要旨 

（１）．基調講演 

西村和雄氏（京都大学 経済研究所 特任教授）講演要旨 

“学力低下論に
対する批判”  

「計算は計算機に任せるべき」「正確につづることは電子辞書
に任せるべき」と出ている。 

数学受験者の所

得 

数学受験者が平均 748 万円、未受験者平均 641 万円。これは
数学の論理的思考能力、データ解析能力の差が考えられる。

物理離れに対す
る認識 

数学離れが理科離れを生んでいる。理科離れでも特に物理離
れが問題だが、まだ世間では認識されていない。 

台湾の英才教育 台湾の小学校には英才クラス、中学校には数理優秀クラス。
国際オリンピックを目指すような教育。科学高校では上位
３％を優秀クラスとした教育を実践。 

韓国の英才教育 韓国では ICT 教育が盛ん。1983 年に科学高等学校が設立、
2002 年には英才教育振興法が制定され英才高校ができたが、
後者では自由なカリキュラム編成が可能に。 

文系理系別所得

調査 

文系が 583 万円に対し、理系は 681 万円（2010 年 8 月） 
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（２）．第１部シンポジウム 

 本シンポジウムの趣旨はタイトル通り。現状に改革すべき問題、改善すべき

点がある。そういう問題意識を産業界と教育界がどう共有していけるか。（モ

デレーター 大森不二雄氏首都大学東京 大学教育センター教授） 

３）． 理数系学力の低下と阪大の対応 

久保司郎氏   大阪大学 学際融合教育研究センター長 大学院工学研究科

機械工学専攻 教授 

理数系学力の低
下の背景 

大学全入と入試選考方法（推薦入試、AO 入試の広がり）、ゆ
とり教育の影響。勉強しなくても入れてしまう。 

阪大の対応方法 

 

初年次教育---教育学習支援センター、学習支援室、数理考房、
数理リテラシー特別講座など、学力を補うための取組 
入学前教育--- e-ラーニング、動機付け教育、高大連携。学生
同士の教え合いによる総語学力向上システム。論理的記述力
向上 

阪大工学部機械
工学科目・基礎コア
科目群（準必修） 

制御、機械力学、熱力学、流体流れ学、材料力学、の５つに
ついて週２回の講義と演習、実験の組み合わせで３力学＋２
つを実施 

今時の学生 「モノを知らない」「工具を持ったことがない」「ゼンマイ、
バネを知らない」。入試の影響が大だ。 

大学院教育に求
められるもの 

学際的・副専攻的な教育の必要性や研究科横断・大学連携教
育への取組→副専攻とダブルディグリー制度---関連領域を含
めた幅広い知識と基礎学力と専門知識の複眼的視野の涵養が
狙い 

  

４）． 理数女子と作る明るい未来    

渡邉 恵理子 氏  電気通信大学先端領域教育研究センター 特任助教 

女性研究者比率 国際的な女性研究者の割合の低さが課題。国際比較をすると
日本の女性研究者の割合は極端に低い。日本は 13.6%に留ま
る（韓国 14.6%）というゆゆしき事態。 

IUPAP報告(2002
年)～女性比率改善
の課題 

①理系分野への女子学生の勧誘が必要、初等教育段階からの
理科離れ、向いていないという思いこみ。②研究者と技術者
として成功するという人生目標のレベルがまちまち。成功の
選択肢の狭さ。③女性の社会進出、④家庭と仕事の両立など

課題解決の方向 幼少期からサイエンスの楽しさを体験することが大事。 

電通大の試み “発明クラブ”を実施中で募集すると 400 名位が集まる。そ
れを 30~40 名に絞っている。 

理系女子の講演

依頼 

理系女子は医療・薬学系などで増えている。しかし、“モノづ
くりやサイエンスに進むのは少ないので”という依頼が多い。

理系女子の未来
不透明 

JST のロールモデル集「理系女子のきらめく未来」2009.8 を
みせると工学部へとか物理をやろうという効果がある。 
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「楽力工房」 カリキュラムを補完するもの、出口を見据えた研究開発、回
路からデバイスまで自ら手を動かすことでモノづくりの喜び
を実体験してもらう試み。 

 

５）． 高大連携と早期工学人材育成 

 森下  信 氏 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 

 環境情報研究院長･学府長 

工学部の課題 工学部への進学希望者が激減していること。工学部の１人負
け状態。理学部については減っていない。 

工学部の情報 高校生に伝わっていない。高校も予備校も工学に対する理解
が乏しい。 

入学後の課題 入学後の学力不足も課題。講義についていけない。教わるこ
とに慣れすぎ、質問もできない。ノートも取れない。絶対的
な知識不足。学ぶことに対する積極的姿勢が欠如している。

いまの学生の課

題 

何に対しても興味を持てない。学生自身が何をしていいか分
からない。コミュニケーションがとれない。友人が困ってい
てもほったらかし。基本的な社会習慣を全く修得していない。
挨拶ができない。掃除もゴミの分別もできない。原因はとも
かくこれでは社会人として成り立たない。 

高大連携 高校と大学との連携 

METI の「早期工

学人材育成事業」 

教育委員会＋高等学校の協力、若手・女性技術者を中心とし
た授業、学協会との共同提案で熟練技術者に参加を求めた。

具体的内容とそ
の狙い 

講義・講演・実習・見学を通じて工学の魅力を伝えることで
あり、産業技術の社会的価値・重要性、キャリアパスの重要
性、さらには高校生の豊かな職業観の醸成 

事業の効果 年配の技術者がしゃべっても高校生は聞いてくれないものの
若手だと話を聞いてくれる。 

高大連携の問題

点 

大学の敷居が高すぎること、出前講義や模擬講義だけでは不
十分、高校生ではまだ時期が遅く「鉄は熱いうちにたたけ」
は真実。 

高大連携のポイ

ント 

技術者の熱意、受入側高校の先生の熱意が欠かせない。産学
連携で取り組むにはコーディネーターとしての大学の役割が
重要。 

 

６）． 数学者から見た理科教育  

戸瀬 信之 氏 慶應義塾大学 経済学部 教授 

数物の境目 昔は無かった。 数学は解析学と線形代数で、内容について
は大学の物理と化学で使っている数学とギャップがあるもの
であった。物理とか化学とか出使っている数学は数学者から
みるとかなり高度で１年ほど先を行っている。 

国際比較 国際的にみると理工系の大学における数学・物理の時間数が
少ない。今の 1.5 倍程度にしないと教えきれない。 
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中学の数学の現

実 

中学の数学の時間数減少の結果（各学年３時間）、数量的な扱
いが減った。貧弱な中学の数学では高校の物理を支えきれな
い。 

ゆとり教育の影

響 

その場その場で楽しければよく、積み上げていくプロセスが
ない。詰め込み教育を却って助長している。問題集を解くと
き、その答えをみて勉強する。解法をとことん覚えていく。
考える力を養うためのゆとり教育が逆になって考えなくなっ
ている。 

今時の数学科の

学生 

大学で数学を教えていたとき、物理を学んでいない学生の多
さに驚いた。数学科でもこのような状況だ。 

 

７）． 技術系社員の基礎学力 

 野崎 晃平 氏 株式会社 豊田自動織機 常務執行役員  

開発陣の内外比

較 

開発陣は海外の技術者のほうが日本の若手より速いなという
危機感がある。 

新入社員の現状

把握 

社内の現状把握→ほとんどが「モノづくりを知らない」「現物
をみたことがない」「コンピュータしか知らない」「体積、面
積をしらない」「sin30°を知らない」「乾電池の電圧も知らな
い」 

算数のテスト 昔と比べると半分しかできない。体積を求める計算を、電卓
を使わせず筆算でやらせると３桁の計算ができない。文章題
ができない。日本語の理解力が弱い。本を読まない。証明能
力がほとんど無い。 

中学の理科の教
科書の内容大幅削
減 

昭和35年版と比べると平成14年では大幅に削除されている。
近になるほど学んでいない。化学反応式は、昔 53 個→今は

６個。常識問題をやらせると若手ほど正答率が低下する。家
庭の電圧は 100 ボルト、乾電池は 1.5 ボルト、自動車のバッ
テリーはといったことを知らない。 

物理のできる学

生 

物理のできる学生は社内教育をやると伸びる。 

宿題に残業手当 国の通達によると教育研修で宿題を出すと残業手当を払う必
要がある。中国人は土日も教えてくださいという。これでは
競争にならない。 

（３）．第Ⅰ部パネルディスカッション 

今の学生 何にもしなくても生きていけるという思いを持っていて、課
題を全て終わらせていない状態でレポートを出してくる。宿
題を出しても残業になるという社会全体の雰囲気がある。何
もかもブラックボックス。そこを教えていかなければいけな
い。 

物理の効用 物理には順番に数字を使って論理的に考えさせる力がある。

今の高校物理 全て暗記科目になっている。論理的思考力をどう教育してい
くのかという基本に立ち返る必要がある。 
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お母さんへの科
学教育 

家庭教育からやっていくことが必要だ。お母さんは子育てで
子供の理科教育に携わることができる。 

大学（院）の出口
---卒業生の質の保
証 

成績の悪い学生は卒業させないで欲しい。今の院卒には引率
がいる。それならば学卒をとって企業で教育したほうがよい。
昔の高等学校の教育をやっていれば高卒で十分だ。 

学歴ロンダリン

グ 

学部よりいい大学院を卒業する。そこへ入っても授業が分か
っていない。肩書きだけ立派。 

学力を担保する
ものが必要 

TOEIC のような学力を担保してくれるものがあれば学歴は
要らない。 

 

（４）．第２部シンポジウム 

モデレーター 八木 匡氏 

 日本の国際競争力低下の背景について、教育の国際比較などの視点から考え

る。（モデレーター 八木 匡氏同志社大学経済学部 教授） 

１）． 韓国における理科教育 

金 東 煜 氏 大邱教育大学 科学教育科 教授 

2009 年の改訂教育課
程の特徴 

英語教育が小学校で導入され、理科教育の時間が多少
減ったが、基礎・基本教育の強化やグループ活動や奉
仕活動、進路活動など創意的体験活動を導入。 

改訂の狙い---科学的素
養の涵養 

学期あたり履修科目数の減、探求・実験授業など創意
的体験活動の導入による多様な教授法によって科学
的素養が高まることが期待される。 

理科教育の考え方 自然現象と事物についての興味と好奇心を喚起し、理
科の基本概念の理解と科学的思考力や創意的問題解
決能力を重視。 

理科教育の目標 日常生活の問題を解決できるだけの科学的素養の育
成。 

 

２）． ドイツ機械産業の人材育成施策 

ホルガー・ヴィッティヒ氏 ドイツ機械工業連盟（VDMA）日本事務所代表 

ドイツの進級制度 制度的に成績の悪い生徒は落第させるという仕組みに
なっている。10 歳で勉強するほうに進むか、しないほ
うに進むか決まる。 

VDMA の後進育成制

度 

能力開発センターという特別な組織を作った。将来ど
うなるか、どうなるべきか、教育でどういうことやる
べきか、メンバー3000 社と相談しながら検討してい
る。 

能力開発センターの
ミッション----機械産
業への進路慫慂 

若いときから興味を持たせるためには仕事の説明や仕
事の可能性などをどういう組織でやっていくべきか、
大学に進学する高校生に大学でどういう勉強をする
か、どういう大学があるか、検討。 
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３）． 在日豪州起業家からみた理数系人材育成と日本人採用者の特徴 

デイビス ピーター クリストファ氏 株式会社テレコグニックス 代表取

締役 

豪州のキャリアデベ

ロップメント 

多様なキャリアパスとガイダンスがあり、大学教育の
条件や企業・大学での給料体系、身分が分かる仕組み。

技術支援の専門家の

存在---日本にはいない 

豪州では専門家がいる。実験装置などの面倒を見てお
り、先生が変わっても実験装置が稼働できる。大学の
競争力にもなっている。 

豪州---教育は産業化 オーストラリアは、教育が事業化、国際化、産業化さ
れている。海外からの留学生・技術者への教育も担っ
ており、彼らの学費は居住者より高い。 

理数系人材が活躍し

やすい環境作り 

第１の国際性は国際チームの構成、言葉・文化の違い
の考慮、第２のプロジェクト性には条件や視点の切り
替えが要求、第３の活用方法の柔軟性はテレワークの
重視で外国人もプロジェクトに入り込める。 

理数系人材の育成 第１にそうしたコミュニケーション能力の重視、第２
に、考える力の重視、第３に、シミュレーションツー
ルの活用、実験観察＋数理コンピュータモデルなどは
理数教育への展開にも期待できる。 

日本人のコミュニケ

ーション能力---問題有

り 

(我が社で採用した)日本人同士のコミュニケーション
がうまくいかない、私が通訳にはいることもある。 

日本人学生は不十分な人が多い。 

４）． アメリカの教育の特徴と理工系進学要因 

加藤 五郎 氏 カリフォルニア・ポリテクニック州立大学教授 

アメリカの進級制度 退学と落第がある。A4 点、B3 点、C2 点という評価
点で、２以下の点が１学期つくと手紙が来る。２学期
連続すると警告が来て退学になる。猛烈に勉強するよ
うになる。 

退学後の制度 退学した後、大学に戻られる制度(kick back)がある。
短大で猛勉して戻ることができるような柔軟性があ
れば退学も深刻な問題にはならない。 

ハングリー精神とや

る気 

火事場の馬鹿力を出すハングリー精神が必要。少し空
腹にしておく必要がある。やる気には何事か夢中にさ
せるための条件が大切。 

理工系への進学理由 生徒が理工学部になぜ来たのかといわれればそのほ
うが将来いい仕事に就けるからという発想もあるが、
純粋に興味があるから選んだという発想もよい。 
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５）． 学力・研究力・創造力を育む  

榊  裕之 氏 豊田工業大学学長 

プロになる条件ため

には 

学力は必要だが研究力や創造力も必要だ。研究力や創
造力は学力とは反対の方向に働くことがある。 

“学力とは” 整理された知見を効率よく吸収し消化する力のこと。

“研究力とは” 日頃の現象・体験の中に不思議さを見つけ、それを解
き明かそうとする力のこと。 

“創造力とは” 身の周りの世界に働きかけることにより、新たなもの
を生み出そうとする力のこと。 
創造力とは一度こういう力を身に感じるとのめりこ
む研究力よりももっと能動的なモノ。 

この３つの取組の大

切さ 

豊田佐吉翁の言葉「研究と創造に心を致し、常に時流
に先んずべし」をヒントにした。 

工学のスピリット 工学のスピリットは創造にある。 

豊田工業大学 本学では学内実習の他に学外実習を重視している。修
士の学外実習では 1／3 は海外に派遣している。全寮
制と海外インターンシップの２つが特徴だ。 

日本人のひとつの強

み 

創意工夫により色々な困難を乗り越えてきたところ
にある。 先端の研究でも創意工夫が大きい。学力を
きちんと育てることが大事だ。 

“純粋の興味” 純粋の興味はみんな持てることができるはずだが、い
つの間にか点を取ることにすり替わってしまってい
る。純粋の興味を覚えるときにはある種の快感があ
る。それを若い人に伝えていきたい。 

（５）．第Ⅱ部パネルディスカッション 

“出る杭は打たれる” アメリカでは、むしろ杭は出た方が良いという雰囲
気。自信過剰でも良い。それでも悪いという印象は抱
かれない。明るくぱっと言えとか創造力を激励する空
気がある。 

人間の創造力 人間には共通に創造力が備わっている。しかしその表
現方法は異なる。 

社員のお国柄；  アメリカの学生---止めなければ暴走する。 
日本の学生---たたかないと走らない。 
豪州の学生---日米の中間だ。 

物理と創造力 高校の時、物理はある種の現象がわずかな原理で説明
できることに感動した。要素還元的に説明するトレー
ニングが必要。創造のときにはその逆のベクトルが必
要で、物理をきちんとやる必要がある。 

大学生の品質保証 逆に入学時において旧七帝大は入学の時に物理・化
学・生物の３つをやらない限り入学させないという宣

- 21 - 

 
  



---22--- 
 

言をすべきだ。

豪州の教育姿勢 意見を主張するのではなく、考えていることを述べる
ことを求められる。それには自分で考えることが必要
だ。考えていることとコミュニケーションの両方が必
要だ。 

韓国の英才教育 10 年前からやっている。 近になってから活発になっ
てきた。実際には数学と理科が多い。教師は英才教育
専門の研修を受ける。課程を修了するとエリートクラ
スを教えることができる。エリートクラスには、先生
の推薦、学力試験、適性試験の３つの方法で選ばれる。

 

（６）．全体総括：我が国にも英才教育を 

西村 和雄 氏 京都大学 経済研究所 特任教授 

文理就職率格差 文系より理系のほうが就職率は高い。文系 91.0%、、
理系が 95.2%（文科省） 

理科得意科目別平均

所得 

物理が 681 万円、化学が 620 万円、生物が 549 万円 

改 善 へ の 方 向

---SMART 

S：Specific  具体的 、M：Measurable  測定可能 、
A：Achievable 達成可能 、R：Relevant 関連性があ
る 、T：Time-based 期日が明確。 

提言したいこと １．小中で理数英才クラスを導入する。 
２．中学 3 年の理科を 70 年代のレベルに。 
３．高校 1 年における、「理科総合」・「理科基礎」「科

学と人間生活」のような科目は廃止か選択に。 
４．高校の理科は物理・化学・生物の３科目の学習を

可能に。 
５．公立高校にも理数英才クラスの導入を。 
６．スーパーサイエンスハイスクールを持続的で全校

的な科学英才高校に。 

（７）．シンポジウムに対する反響 

６）． 出席者アンケート結果 

①． シンポジウム全体を通して 

図表 3 出席者アンケート結果（シンポジウム全体について） 

44.2% 48.8%
2.3%

2.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体を通して

大変参考になった 概ね参考になった どちらともいえない

やや期待はずれだ その他
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②． 高校理科科目の履修について 

“高校において物理・化学・生物の全てを教える必要性についての受け止め

方“について。 

図表 4 出席者アンケート結果（高校理科科目に履修について） 

95.8% 2.1% 2.1% 0.0%

0.0%

93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

高校理科科目の履修について

教えるべき 2科目選択でよい

現行の細分化された中から選択 わからない

 
 

 

③． 理数系英才教育 

”台湾等では中学段階から内外コンテストなどを活用して理数系の才能ある生徒を発

掘・育成する取組が活発であり、教育関係者に「教育が企業や国の国際競争力に重大な

影響をもたらす」という認識についての受け止め方“について。 

 

図表 5 出席者アンケート結果（理数系英才教育の国際競争力への影響について） 

87.0% 8.7% 0.0% 4.3%

0.0%

80% 85% 90% 95% 100%

理数系英才教育

危機感を感じる 心配することはない

競争を持ち込むのは良くない わからない
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まとめ～理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題 

 

１．背景 

わが国経済は､中長期的に見て出生率低下による高齢化や人口減少、グローバリゼーシ

ョンの進展と国際競争の激化など､厳しい経済環境に直面している。 

わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーションによる

新事業が持続的に創出される基盤の構築や､経済の活性化を図るための研究開発人材など

の育成が何よりも求められる。 

 

２．目的 

 本事業では、製造業（特に機械工業）において理数系能力の低下などによってもた

らされている問題を明確化し､ 終的には企業が負担するコストを評価し、費用便益分析

的な視点を基礎に､理数系グローバル人材の能力形成と組織内効率性向上のための理数系

教育のシステム設計を行うことを目指す。 

 

３．本事業の問題意識 

理数教育について世間では、実験が行われていないことが問題視され、「理科ばなれ」

が取り上げられるが、「物理ばなれ」という言葉は定着していない。これは由々しき問題

である。高校における科目別履修率のデータを収集すると物理ばなれが一番深刻である。

このままでは日本の科学技術に与える影響は致命的となるであろう。物理を学習している

人の数が少ないという状態をまず何とかしなくてはならない。 

 

４．企業における技術系社員の現状と教育研修上の問題 

4-1.技術系社員の現状 

・若手現役社員は、同じ仕事でも昔の社員の 2~3 倍ほど時間がかかってしまい、

生産効率が悪くなっている。 

・現在の新入社員を評価すると「不足・低下・欠如」「一度学んだことが頭に入っ

ていない」「身についていない」となる。 

・現在の新卒には、基礎能力の不足・オリジナリティの欠如、問題設定能力の不

足、意識レベルの低下等の問題がある。 

・新入社員の現状把握をしたところ、ほとんどが「モノづくりを知らない」「現物

をみたことがない」「コンピュータしか知らない」「体積、面積をしらない」

「sin30°を知らない」「乾電池の電圧も知らない」状態にある。 

 

- 24 - 

 
  



---25--- 
 

4-2. 社内実力テストの結果 

・新入社員に算数のテストをした。昔と比べると半分しかできない。体積を求め

る計算を、電卓を使わせず筆算でやらせると３桁の計算ができない。文章題が

できない。日本語の理解力が弱い。本を読まない。証明能力がほとんど無い。 

・社内試験を行うと若い人ほど得点が低い。毎年その点数が低下している。文章

問題の正答率から、読解力が低下している。物理、算数・数学などでは計算能

力や基礎的な知識が不足している。中学・高校で習ったことはほとんど忘れて

いる。新入社員にはいわば、「詰め込み教育」を行わざるを得ない。 

・常識問題をやらせると若手ほど正答率が低下する。家庭の電圧は 100 ボルト、

乾電池は 1.5 ボルト、自動車のバッテリーはといったことを知らない。 

・SPI や入社後の実力テストの結果によれば大卒、院卒の間には平均点格差は無

い。 

・高卒の成績優秀者のほうが大卒の成績下位者より高得点。 

☛1数学・物理テストを他の企業でもやらせてみると社会全体の傾向が明確になる。 

 

4-3. 企業による再教育負担と教育研修上の問題 

・技術系採用の新入社員に対して基礎技術をはじめ、本来高校や大学で修得すべ

き物理を中心とする工学系の基礎的学力・能力を身につけさせる教育に取組ん

でいる。 

☛現在企業が行っている教育は、その企業固有の知識ではなく、本来ならば高校・

大学で培われているべき一般的な内容といえる。それを企業は大学よりもはる

かに体系的に再教育している。 

・以前は OJT で基礎的なものも含めて上司が若手の面倒を見ていた。しかし、現

在は残業時間の制約などの理由でできなくなってきた。 

☛国の通達によると日本では教育研修で宿題を出すと残業手当を払う必要がある。

一方、外国人は土日も教えてくださいという。これでは競争にならない。 

 

4-4. 企業と教育界とのミスマッチ解消に向けて 

☛社内教育のカリキュラムを大学に公開することにより、企業にふさわしい人材

を教育機関が育ててくれるようになるのではないか。 

☛今までは産業界から教育カリキュラムへの口出しはタブー、そのために企業が

入社後に再教育することになっているのでは。 

☛大学（院）卒業生の質の保証が必要。成績の悪い学生は卒業させないで欲しい。

今の院卒には引率がいる。それならば学卒をとって企業で教育したほうがよい。

                                                  
1 “☛”は主に専門部会等でみられた意見表明など主観的な場合に、“・”は主に事実についての報告

などを表す場合に付している。以下同様。 
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昔の高等学校の教育をやっていれば高卒でも十分である。TOEIC のような学力

を担保してくれるものがあれば学歴は要らない。 

☛採用選抜のときに用いている試験や条件を大学側に見せることも一案である。 

 

５．日本の理数教育の問題点 

5-1.大学入試の問題 

・入学試験において数Ⅲを課していない国立大の学科は、理工系で 18.5%、薬農

系で 41.4%となっている。また、二次試験で理科を全く課さない国立大の学科

も、理工系で 21%、薬農系で 18.7%となっている。 

・共通一次からセンター試験に変わって、試験科目は細分化された。 

・「偏差値」とは、一般入試で入学してきている人のデータである。しかし現状は、

AO 入試と推薦入試での入学者を足すと全体の半分を超える。そのため偏差値

で表す大学のレベルと実際の入学者のレベルとは乖離している場合が多い。 

 

5-2.女性比率の問題 

・国際的な女性研究者の割合の低さが課題。国際比較をすると日本の女性研究者の

割合は極端に低い。日本は 13.6%に留まる（韓国 14.6%）という由々しき事態

である。 

 

5-3.現代の工学部学生の問題 

・工学部の課題は工学部への進学希望者が激減していること。工学部の１人負け

状態となっている。但し、理学部については減ってはいない。 

・工学部の情報が高校生に伝わっていない。高校も予備校も工学に対する理解が

乏しい。 

・入学後の学力不足も課題。講義についていけない。教わることに慣れすぎ、質

問ができない。ノートも取れない。絶対的な知識不足。学ぶことに対する積極

的姿勢が欠如している。 

・いまの学生の課題は何に対しても興味を持てないこと。学生自身が何をしてい

いか分からない。コミュニケーションがとれない。友人が困っていてもほった

らかしである。基本的な社会習慣を全く修得していない。挨拶ができない。掃

除もゴミの分別もできない。原因はともかく、これでは社会人として成り立た

ない。 

 

5-4.理数系能力低下と物理履修率の低下傾向 

・理数系能力の低下は、学校教育の中での計算問題と理科系科目の授業時間数の

減少によっても確認できており、理数系教育の荒廃が重要な原因と考えること
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ができる。 

・小学校１、２年次に理科の授業がないことで、中学で学習すべき理科の内容が

高校 1 年生にまで繰り下がってきている。このことが、理科系進学者に高校で

理科 3 科目を履修することを不可能にしている。 

・教科書の需要冊数から履修状況をみると、数学が 20～25％台であるのに対し、

物理は約 16％程度（但し、近年は微増傾向）となっている。昭和 53 年（1978

年）の指導要領からゆとり教育が始まり、選択制が拡大したため物理の履修率

が下がった。一方、化学は文系の生徒が多く選択する傾向がみられる。 

・近年、物理をセンター試験で選択している受験生は全体の約 3 割である。 

・理数系学力の低下の背景には大学全入時代と入試選考方法（推薦入試、AO 入試

の広がり）や、ゆとり教育の影響があり、勉強しなくても入れてしまう。 

 

5-5.現在の高校において物理選択者が少ない理由  

・高校教育が大学入試に“ 適化”しすぎといえる。“受験時に良い点数を取れる”、

“良い大学に合格できれば良い”という考えで保護者からの要望も大学受験偏

重の傾向がある。 

・生徒にとって物理は敷居が高い科目という印象であり、親との会話の中でも「物

理は難しい」と刷り込まれているようである。 

・数学よりも物理への苦手意識の方が高い。 

・物理の方が数学の知識よりも先行して教えられることが多い。しかし、数学の

知識が追い付かず理解が難しくなるのではないか。 

・物理選択者が少ない背景には一般社会の「科学」に対する位置付けの低さが挙

げられる。 

 

5-6.理科教育の再検討 

☛探究心を育成するには学習意欲を喚起する取組みが必要である。例えば、フィ

ールドワークの導入や科学論文コンテストへの応募などへの取組の他、実際に

コピー機の分解をさせるなどの分解や理科実技講習も効果的である。 

☛現在の理数科は 1 クラス 40 人程であるが、理科好きが快適に過ごせる学習環境

として 20 人規模の少人数クラスの実現が必要である。 

☛理数科教育は、学生がトライ＆エラー（特に失敗）できる教育と、科学技術へ

の夢や期待の育成を目指すことが重要である。 

☛高専のカリキュラムが優れているのは「企業の役に立つ」とか「社会貢献」な

どその存在目的が明確になっているためである。 

☛生徒の将来を全方位に置いている普通高校に、高専のカリキュラムを導入する

ことはエリートコースを分離しない限り難しい。 
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5-7.物理選択者を増やすためには！ 

☛小学校の理科については、教員の理科への苦手意識の強さを感じる。教員のほ

とんどは文系出身者であるため、基本的な実験も知らない。小学校教員の理科

能力の向上への取組が必要である。 

☛現在の先端科学技術と基礎的な物理の学問との結びつきや、高校や大学で学ん

でいる「物理」はやはり大事なのだという理解を深めることが重要である。 

☛入学後に AO 入試受験者へのサポート体制を大学側が整えることが必要である。

また、入試科目を増やすことで、高校側の入試への“ 適化”（＝理解よりは暗

記に重点を置く試験対策）を抑制させることも検討に値する。 

☛回り道でも、社会の中での科学の裾野を広げることが重要である。 

 

６．海外の理数教育 

6-1.台湾編 

・台湾教育部（日本の文科省に相当）の考え方をみると、“教育は国家発展の基盤

であり、21 世紀において人材育成は 優先課題である”と位置づけている。“国

際競争を勝ち抜くためにはしっかりした教育改革を描かねばならない”と記さ

れている。 

・高校の理科教育には“一般教養としての理科教育”と“優秀な人材を育てる教

育”の２つがある。 

・日本の SSH をモデルに導入した HSP という“恒久的”施策がある。これは高

校の先生が学生に興味を持たせられるように工夫したカリキュラムを開発する

プログラムである。 

・高校の英才クラスには科学クラス（２年間で修了、高３は大学で学習）と数理

クラス（３年間で修了、授業の他に３年掛けて特別研究を実施）がある。 

・高校の特別研究とは数理クラス（資優班）で行う探索型学習のこと。研究計画

を出し、国家の科学委員会で採択されると大学の先生が紹介されることもある

という制度。 

・中学の数理クラスは、1994~98 までは一般能力クラス、1999 から数理資優班と

称している。数学と理科で「特優指導」「代表指導」という優秀さを認定された

先生が指導。中１の夏冬休みには探索キャンプを、中２で独立研究と校外参訪、

中３では独立研究と成果発表会（冊子化される）がある。 

・中学の独立研究には数学と理化（物理と化学）、生物の３つがある。余暇時間（昼

休み、放課後、夏冬休み）に実施、“科学研究能力培養”を目指す。推論、実験

観察、研究発表を行う。 

・中学校では専門教科教員の研修に注力、優秀な先生による地方教育指導団が結

成され、各地を巡回している。台湾では物理、数学、生物、化学は専門学位が
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必要（教育学部卒は学校の行政職に従事）である。 

 

6-2.韓国編 

・韓国の英才教育は 2000 年に英才教育法が制定され、初等中等教育において国家

レベルの英才教育がスタートした。教育課程開発院にて“英才性検査試験”を

実施している。英才強化科目は学校毎に異なる。訪問した中学校は数理教室を

開設していた。 

・中学の理科教師は主専攻の物理・化学・生物・地学の他に副専攻科目があり、“共

通科学”（実験と講義）も教える。理科教師は就任後、実験等の研修が必修とな

っている（訪問した中学校）。 

・理科の授業では理科で習ったことを文章化する訓練（訪問した隣接の小学校）

や、テーマ別グループ活動（訪問した中学校）が行われている。 

・大邸科学高校は全国に４つある科学英才高校のうちの一つであり、数理系を集

中的に教育している。進学先は KAIST,ソウル大などである。大学の教授が高

校にきて教えたり、生徒が大学の研究室を訪問したりする学びの機会がある。

理科の中から物理や化学などといった集中的に取り組む科目を選ぶことができ

る。 

・大学生のボランティア活動で塾に行けない生徒に学習指導を行うという制度が

ある（メントリン学習～訪問した中学校）。 

・韓国の先生は、塾の台頭により薄らぎつつあるとはいえ、日本と比べると尊敬

されており、資格試験は数十倍という難関である。大学院で修士号を取る先生

もみられる。 

 

 

７．日本の理数教育の問題点と今後目指すべき方向 

7-1. 現状認識（指摘された問題点） 

・プロになるためには、学力は必要だが研究力や創造力も必要である。研究力や

創造力は学力とは反対の方向に働く場合がある。 

 “学力とは”整理された知見を効率よく吸収し消化する力のこと。 

 “研究力とは”日頃の現象・体験の中に不思議さを見つけ、それを

解き明かそうとする力のこと。 

 “創造力とは”身の周りの世界に働きかけることにより、新たなも

のを生み出そうとする力のこと。 

・ゆとり教育の影響はその場その場で楽しければよく、積み上げていくプロセス

が不足していたことにみられる。詰め込み教育を却って助長している。例えば、

問題集を解くときにその答えをみて勉強する、解法をとことん覚えていく。考
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える力を養うためのゆとり教育が、複眼的視野や熟考する機会をなくしている。 

・こうしたゆとり教育の影響を理科教育に絞ると以下の４つの問題に集約される。 

 理科の特定の科目を履修していない 

（高校における物理、化学、生物のそれぞれについて、特に物理の
履修者が少ない。） 

 履修はしているが、理解が十分でない。 

 大学における物理学習が十分でない。 

 大学院修了者の学力が低い。 

・一方、企業で働く物理系専攻社員をみると、人数は少ないが成績優秀者が多い。

どの分野でもバランスの取れた良い成績を残している（過去 6 年間の調査）。 

・物理のできる人は教育効果が高く、どの分野でも平均して出来る。特に数学・

物理テストと実力テストの相関は大きい。 

・物理を学ぶことによって、物事を順序立てて論理的に考える力を身につけるこ

とができる。 

・ところが今の高校物理は全て暗記科目になっている。 

☛論理的思考力をどう教育していくのかという基本に立ち返る必要がある。 

☛お母さんは子育てで子供の理科教育に携わることができる。お母さんへ

の科学教育を行うことで子供への家庭教育を見直していくことが必要だ。 

 

7-2. 今年度事業のまとめ 

・今年度実施した事業において、専門部会に於ける各講師からの講演、並びに、

シンポジウムでのパネリストなどからの報告やその後のディスカッションを振

り返ると、新卒社員や現役工学部の学生の学力や基礎能力の不足、意識レベル

の低下等の問題が指摘されている。 

・企業からは、現在行われている企業内教育研修の内容をみると、本来であれば

高校や大学で培われているべき一般的なものが多くを占めており、企業が再教

育せざるを得ないという現実に対して強い危機感が表明された。ただ、物理の

履修者については入社後の成績優秀者が多く、社内教育をしても伸びると指摘

されている。 

・文理就職率格差をみると、文系よりも理系のほうが就職率は高い。また、物理

出身者の平均所得をみると化学や生物の出身者を上回っている。企業は数学・

物理を学んだ学生を求めている。 

・教育機関サイドからは、理系科目の授業時間数の低下など、ゆとり教育の影響

をはじめとして工学部への進学希望者の減少、工学部の情報が高校生などに伝

わっていないという問題が指摘された。 

・また、企業では論理的思考力が高い物理履修者の評判が良いにもかかわらず、
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高校における物理履修率は低下している。この背景には高校における科目が選

択制となっていることや、センター試験に向けた物理の学習方法が暗記科目と

して捉えられているなどの問題点があるとの指摘がみられた。 

・高校における物理の履修率を高めるには、生徒や保護者における「物理は難し

い」という刷り込みや苦手意識の払拭が重要である。その対策としては、一般

社会における位置づけを高める工夫や、フィールドワークなどにより探求心を

育成し、学習意欲を喚起する取組み、また、クラス編成を現在の 40 人から 20

人程度の少人数制にする必要性などが指摘されている。 

☛以上のとおり、理系人材なかんずく物理の履修者を増大させることの重要性、

必要性、緊急性については大方の一致をみたといえよう。科学技術立国を標榜

するわが国にとって、物理等理系人材をより多く輩出することは喫緊の課題で

あり、その重要性が改めて確認された。 

 

7-3. 今後目指すべき方向 

・平成 23 年度事業では、高校における物理履修率のアップにその焦点を当てると

ともに関連した事象について議論を進めてきた。 

☛今後本事業が目指すべき方向についての参考になるようにとの思いから、１月

に実施されたシンポジウムにおける全体総括を敷衍して、以下の６つについて

本専門部会の提言としたい。 

１．小中学校で理数英才クラスを導入する。 

２．中学 3 年の理科を 70 年代のレベルに戻す。 

３．高校 1 年における、「理科総合」「理科基礎」「科学と人間生活」のよう

な科目は廃止か選択とする。 

４．高校の理科は物理・化学・生物の３科目の学習を必須とする。 

５．公立高校にも理数英才クラスの導入を行う。 

６．スーパーサイエンスハイスクールを持続的で全校的な科学英才高校と

する。 

以上 
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本  編 

第１章 本事業の問題意識と実施概要 
 

１. 本事業の背景 

わが国経済は､中長期的に見て出生率低下による高齢化や人口減少、グローバリゼーシ

ョンの進展と国際競争の激化、エネルギー・環境制約の増大など､厳しい経済環境に直面

しております。 近（2011)の IMD 国際競争力ランキングでは、日本の中長期的な競争力

低下が顕著であることが示され、総合順位は 59 カ国・地域中 26 位となっており、競争力

の回復は危急の課題であります。 

わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーションによる

新事業が持続的に創出される基盤を構築し､技術やビジネスモデルの革新を通じて、経済

の活性化を図ることが必要条件の一つと考えられ、それらを担う研究開発人材や､新たな

ビジネスチャンスを事業化し､社会経済に貢献する人材の育成が何よりも求められ､産業

界にとっても重要な問題であります。しかし現実には 、製造業の競争力を決定する理数

系の技術者・研究者の育成は多くの課題を抱えているのが現状です。 

近わが国の若手研究者の能力低下が企業で問題となっておりますが、これが理数系能

力の低下によって引き起こされていることは､様々なデータで明らかとなっています。 

例えば、小学校レベルの数学の問題を日中両国で実施したところ、中国では正答率が

100%であったが、日本では有名国立大学で９割、有名私立大学で６割台であったという。 

また、高等学校での理系科目の履修率の低下も大きく、物理にいたっては 1970 年の

93.8％から 1990 年代には 10％台まで低下している。このような理数系能力の低下は、学

校教育の中での計算問題と理数系科目の授業時間数の減少によっても確認できており､理

数系教育の荒廃が重要な原因と考えられます。 

このように製造業の基盤となる理数系能力の低下は危機的状況にありますが､企業に取

って別の大きな懸念も高まっております。それは若年労働者のコミュニケーション能力の

低下であります。 

２. 本事業の目的 

本事業では、製造業（特に機械工業）において理数系能力の低下と、モラル低下を含め

たコミュニケーション能力の低下によってもたらされている問題を明確化し､企業が負担
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するコストを評価し、費用便益分析的な視点を基礎に､理数系グローバル人材の能力形成

と組織内効率性向上のための理数系教育のシステム設計を行うことを目指していくもの

です。事業は、日本機械工業連合会、国際教育学会、日本機械学会の会員から構成される

調査専門部会を組織し実施していきます。  

また、この調査研究の過程で､ドイツ機械工業連盟（VDMA）や GSEE(The Global 

Science,Education Engagement Institution)と協力しながら､理数科教育の向上について、

世界の研究者と共同研究の可能性や交流も図っていく予定であります。 

 

３. 本事業の実施体制 

本事業の実施に当たり、一般社団法人日本機械工業連合会内に「理数系グローバル人材

育成・教育に関する調査専門部会」を設置し、平成 23 年度のテーマを「グローバル人材

育成・教育に関する国際交流」とし、副題を「理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育

成の課題」とした。その具体的な調査研究の実施とりまとめについては株式会社日鉄技術

情報センターに委託してこれを行なった。 

本専門部会の部会長には京都大学経済研究所特任教授 西村和雄氏が就任し、委員には

一般社団法人日本機械工業連合会 会員企業や学識経験者から 11 名（冒頭の専門部会 委

員名簿 参照）が委嘱された。報告書の執筆等については、主に株式会社日鉄技術情報セ

ンター山藤、平田が担当した。 

本事業は、運営方法と実施内容や実施手法について、部会長を中心に事務局と委託先を

交えた事前の打ち合わせ会議を開催したり、電話や電子メール等による意見交換をしたり

して、何度か検討した上で専門部会を開催してきた。各回の講師や演題の選定のほか、海

外調査候補の選定、海外調査項目の検討、シンポジウムの構成案についての検討とその運

営形式などについても同様に部会長と事務局・委託先との間で入念に打合せが行われた。 

専門部会では開催の都度、どの部会でも講師による講演の後に部会メンバーとの間で質

疑や意見交換などが行われた。また海外調査については台湾が日機連と委託先が、韓国に

ついては大阪大学久保教授と委託先が実施した。またシンポジウムについては モノづく

り日本会議／日刊工業新聞社との共催となった。シンポジウムの結果は平成 24 年１月 30

日と同 2 月 17 日に同紙に記事が掲載された。このほかこのシンポジウムは国際教育学会

や日本機械学会とも共催となっている。 

それらを踏まえて、委託先が資料収集など追加調査を行いながら事業記録としての報告

書を作成した。 
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図表 6 本事業実施体制図 

 
理数系グローバル人材育成・教育に関

する調査専門部会 

調査専門部会事務局 

日機連 業務部 
調査研究担当 
（株）日鉄技術情報センター 

産業界 

日機連会員 

学界 

日本機械学会、国際教育学会

部会長：国際教育学会

 
 

 

 

４. 本事業の実施概要 

（1）. 専門部会 

１）． 第１回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」 

[開催日] 

 平成２３年７月２２日 

[講演] 

 「理数系人材の育成の現状について」 

  京都大学経済研究所 特任教授 西村 和雄氏 

[配布資料] 

・（資料１） 「グローバル人材育成・教育に関する国際交流事業」について 

・（資料２） 研究計画書 

・（資料３） 調査専門部会・今後の進め方、予定 

・（講演資料）「日本の理数教育の問題点と人材育成への課題」 

・理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会名簿 

 

２）． 第２回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」 

[開催日] 

平成２３年９月１６日 
[講演] 

「高等学校における理数科目の変遷及び履修状況について」 

文部科学省 国立教育政策研究所 
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教育課程研究センター 基礎研究部 総括研究官 安野 史子氏 

[配布資料] 

・第２回理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会 出席者名簿 

・（講演資料）「高等学校における理数科目の変遷及び履修状況について」 

「全国規模学力調査・検査の実施（生年別早見表）」及び「高等学校の

各学科に共通する教科・科目等及び標準単位数の変遷」 

・講師ご略歴 

・（資料１） 第１回議事要旨 

・（資料２） 第１回議事要旨の図式化 

・（資料３） ４力学とは（工学院大学資料） 

・（資料４） FT ゆとり教育（英文） 

 

 

３）． 第３回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」 

[開催日時] 

平成２３年１０月２１日（金）１８時～２０時１５分 

[講 演] 「豊田自動織機の技術系社員教育とその分析結果」 

株式会社 豊田自動織機 常務執行役員 野崎 晃平 氏 

[配布資料] 

・第２回理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会 出席者名簿 

・（講演資料） 「株式会社 豊田自動織機 技術技能ラーニングセンター」 

「人材教育」（2008 年 5 月 Vol.20 No.5） 

・（資料１） 第 2 回議事要旨 

・（資料２） 今後の部会等の予定 

・（その他） 「平成 23 年 10 月 20 日の記者発表について」 

      「高等学校における理科学習が就業に及ぼす影響」 

      「物理が得意な理系 高所得」 

   （産経新聞記事 平成 23 年 10 月 21 日） 

 

４）． 第４回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」 

[開催日時] 

平成２３年１１月２５日 

[講 演] 「現在の高校における物理教育の現状と課題」 

千葉県立千葉高等学校 物理担当教諭  堀 亨 氏 

[配布資料] 
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・第４回理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会 

 出席者名簿      

・（講演資料）「現在の高校における物理教育の現状と課題」 

・（資料１） 第 3 回議事要録 

・（資料２） 今後の部会等の予定 

・（その他） 「子どもたちの未来のために~京都から拡がる学びのネットワーク

~」 

GSEEアジア 2013年 11月 10～13日 創立ワークショップ（京

大） 

 

５）． 第 5 回「理数系グローバル人材育成・教育に関する調査専門部会」 

［開催日時］ 平成２4 年 3 月 16 日 

［講 演］ 「一関工業高等専門学校における理数系カリキュラムについて」 

［配付資料］ 

・（資料１） 第４回議事要録   

・（資料２） 理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題（まとめ） 

・（参考資料１）「理科離れ対策を中心とした企業の教育支援」等 

            （「経団連 Trend ２月号」より）    

・（参考資料２） シンポジウム特集（日刊工業新聞 24.2.17） 

・（参考資料３）「人材育成へ真剣な取り組みを」 

             （日刊工業新聞社説 24.3.1） 

 

 

（2）. シンポジウム 

６）． 開催日等 

開催日時 

平成２4 年 1 月 27 日 １３時～１７時 

場 所 

  機械振興会館 Ｂ２ホール（東京都港区芝公園 3-5-8） 

主 催・共 催 

一般社団法人日本機械工業連合会、モノづくり日本会議／日刊工業新

聞社 
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７）． 開催テーマ 

統一テーマ：「理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題」 

ディスカッションテーマ：“物理を中心とする理数離れと日本の製造業(モノづく

り)の将来について” 

（3）. 海外調査 

８）． 台湾訪問調査 

［日程］ 

平成 23 年 11 月 20 日（日）～平成 23 年 11 月 23 日（水） 

［訪問先］ 

国立台湾師範大学（科学教育中心） 

台北市立建国高級中学 

台湾教育部(中等教育司、中等教育司、職業教育司、国金教育司、中部弁公

室) 

台北市立麗山高級中学 

蘭雅国民中学 

南湖国民小学 

９）． 韓国訪問調査 

［日程］ 

平成 23 年 12 月 5 日（月）～平成 23 年 12 月 7 日（水） 

［訪問先］ 

東村中学校 

大邸市教育庁 

国立大邸教育大学 

大邸科学高校 

   

５. 本事業の実施内容 

１）． タイトル 

機械産業に求められる理数系グローバル人材の能力形成と組織内効率性向上のための

教育システムのあり方に関する国際研究会・調査・国際共同研究および国際交流 

 

２）． 国際共同研究および国際交流 

ドイツの機械工業会や A Global Science, Education Engagement (GSEE) Institution 

(http://icam-i2cam.org/index.php/outreach/gsee/)と協力しながら、理科教育の向上につい

て、世界の研究者と共同研究および交流を行う。GSEE は、州立カリフォルニア大学デー
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ビス、サンタフェ研究所、パリ大学、ケンブリッジ大学、京都大学その他をまたがる世界

的なネットワーク組織である。 2011 年の 5 月には、アメリカサンタフェ市で、国際会

議を行う予定がある。2011 年 11 月には、京都で国際会議を行う。 

また、アメリカ教育省で、数学教育カリキュラムに携わっていた Stephan Wilson(John 

Hopkins 大学)教授やサンタフェ研究所の創立者の一人である物理学者 David Pines（州立

カリフォルニア大学）教授とも連携し、機械産業人材の質的向上策を検討する。 

 

３）． 日本の現状と機械産業での人材育成に向けた研究 

日本経済は、中長期的には、出生率低下による高齢化や人口減少、グローバリゼーショ

ンの進展と国際競争の激化、エネルギー環境制約の増大など、厳しい経済環境の悪化に直

面することは否めない。実際、IMD 国際競争力ランキングでは、日本の長期的な競争力

低下が顕著であることが示されており、競争力の回復は危急の課題であると言って良い。

ちなみに、2010 年の日本のランキングは 27 位であり、トップがシンガポール、2 位香港、

3 位アメリカに続き、アジアの他の国、台湾（8 位）、マレーシア(10 位)、中国(18 位)、韓

国(23 位)は、日本よりも上に位置する。 

 

日本が国際競争力を回復し、経済成長を成し遂げるためには、イノベーションによる新

事業が持続的に創出される基盤を構築し、技術やビジネスモデルの革新を通じて、地域経

済の活性化を図ることが必要条件の一つとなる。それらを担う研究開発人材や、新たなビ

ジネスチャンスを事業化し、社会経済に貢献する人材の育成が何よりも求められよう。さ

らには、国際産業競争力を高めるという観点から、特に地域経済の核となる中小企業にお

いて、高度な技能を持つ現場労働者や、研究開発など頭脳労働に従事する労働者を確保す

ことは 重要課題である。 

現実には、製造業の競争力を決定する理数系の技術者の育成は多くの課題を抱えている。

文部科学省が民間企業管理者を対象に平成 12 年に行った『若手研究者の資質に関する調

査』結果によると、半数以上の企業が若手研究者能力の低下を指摘している。 
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また、同じく平成１２年文部科学省調査「我が国の研究活動の実態に関する調査」では、

研究者自身の評価でも民間企業では 35.8%が若手研究者能力の低下を指摘している。 

 

 

このような研究者能力の低下が、理数系能力の低下によって引き起こされていることは、

様々なデータから明らかとなっている。まず、大学生の数学力の低下は甚だしく、小学校

の数学の問題でさえも、有名国立大学の学生が 9 割の正答率、有名私立大学の学生に至っ

ては 66%の正答率しかないという研究結果もある。同じ問題を中国の大学で実施したが、

100%の正答率であった。このような数学力の低下は理科系でも観察されており、 

 

は、有名国立大学でも 60%台から 80%台にとどまっている。 

入学試験において数Ⅲを課していない国立大の学科は、理工系で18.5%、薬農系で41.4%

となっている。また、二次試験で理科を全く課さない国立大の学科も、理工系で 21%、薬

農系で 18.7%となっている。 

理数系能力の低下は、学校教育の中での計算問題と理科系科目の授業時間数の減少によ

っても確認できており、理数系教育の荒廃が重要な原因と考えることができる。 
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理数教育の荒廃は、若手研究者の質的低下を引き起こしており、それは、国際的なレベ

ルで地位の低下をもたらしている。その一つの兆候が、1999 年 NFS 調査が示す米国工学

系大学院での博士号取得留学生数の低さで示されている。そこでは、中国人 2187 人、韓

国人 738 人に対して、日本人は僅か 156 人にすぎないことが明らかになっており、日本

の科学技術力の国際的低下が強く危惧される結果となっている。 

以上に述べたように、製造業の基盤となる理数系能力の低下は危機的な状況にあるが、

企業にとっては別の大きな懸念が高まってきている。それは、労働者のコミュニケーショ

ン能力の低下である。ここでのコミュニケーション能力とは、組織内での活動を円滑に進

めるための基本的モラルまでも含めた者である。このようなモラルの低下が、組織活動に

おいて様々な形でのコストを企業に強いている。 

本研究では、製造業（特に機械産業）において、理数系能力の低下とモラル低下を含め

たコミュニケーション能力の低下によって、もたらされている問題を明確化し、企業が負

担するコストを評価する。そして、費用便益分析的な視点を基礎に、理数系教育のシステ

ム設計を行う。 

 

４）． 日本における調査計画 

製造業（特に機械産業）における理数系能力の低下とモラル低下がもたらす問題を具体

的に明確化し、企業が負担しているコストを評価するために、企業調査を実施する。調査

対象企業は、機械産業の企業および機械産業と強い関連性を有する企業を中心に行う。調

査項目としては、理数系従業員、技術者の能力に対する評価、企業内能力形成の状況、昇

進および評価システム、R&D システムの変化、採用対象と選抜方法、採用者数、外国人

技術者の採用に関する意向といった、理数系能力に関わる問題とコストを把握するための

設問と共に、モラル低下が組織内効率性に与える影響を把握するための項目を考える。 

先ず、既存研究のサーベイと共に、調査票設計を行う。そして、調査を行い、結果を解

析する。次に、その解析結果を基に、第 2 回調査を行い、企業コストの推計を行い、理数

系能力形成のための教育投資の費用便益分析を行う。（物理の履修率の向上） 
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日本機械学会、国際教育学会、機械振興協会、日本機械工業会のメンバーからなる研究

会を組織して実施。-----第一回専門部会配付資料（資料 ２）研究計画書 

（京都大学経済研究所特任教授 西村和雄氏）から転載 
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第２章 理数系人材の育成の現状 

１. 日本の理数教育の問題点と人材育成への課題 

（1）. 出席委員の自己紹介と問題意識 

（部会長）数学の普及について活動してきた。「分数ができない大学生」を出版。

  

（産業界委員）現在コーポレート部門にいる。本部会のテーマは問題意識を持ってい

るものだ。        

（大学側委員）グローバル化が大学に与える影響、就業化（エンプロヤビリティ）に

ついて研究。「ゆとり教育亡国論」。    

（大学側委員）機械学会教育委員会委員長を務める。  

（産業界委員）若手の人材育成に関して強い関心がある。  

（産業界委員）生産技術者の方の専門部会の部会長を務めている。  

（産業界委員）中高大の技術系の教育について。人事（評価）のデータベースを作成

中。どういう人が伸びていくのか、入社試験、昇格試験、大学の専攻など

との相関を調べる。 

（産業界委員）設計品質、エンジニアリングに特化し、リテラシーに注力して社員を

指導している。ゆとり教育世代の子供を抱える。   

（大学側委員）高大接続問題に取組む。METI の早期工学人材育成事業に携わり、神

奈川県産業界で働く人材を学校に派遣し授業をするといった事業。

  

（大学側委員）12・13 年教育問題のデータ収集と解析を行っている。 

 

（2）. 趣旨説明 

西村部会長 

ゆとり教育と大学の入試制度の問題点について研究。ゆとり教育の下では、特に

数学教育と物理教育が影響を受けていたと思っていた。一般に総合して「理科ばなれ」

と言われていたが、まず「数学ばなれ」を止めないと「理科ばなれ」は止まらない。

思考錯誤してきたが、マスコミは個性化、一芸入試に好意的であり、数学力を軽視す

るような傾向が止まらなかった。日本数学会でワーキンググループができたとき、こ

の委員会の委員でもある戸瀬先生と一緒に大学生の数学力の調査を行い、「数学の学

力低下」を訴えた。そうしていく中で、一般の人々の問題意識も変わってきた。 

肝心の「理科ばなれ」については、実験が行われていないことが問題視され、「理

- 42 - 

 
  



---43--- 
 

科ばなれ」が取り上げられるが、「物理ばなれ」という言葉は定着してない。このま

までは、全員が生物のみを履修するなら、それでも理科ばなれは止まったということ

になってしまう。履修率のデータを収集しても物理ばなれが一番深刻。これでは日本

の科学技術に与える影響は致命的。学習している人の数が少ないというのをまず何と

かしなくてはならない。委員会として、様々な意見・議論が出ると思うが、 終的に

は物理の履修率を上げるような何か方策を考えられたら良い。皆さんの知恵とネット

ワークを活用したい。提言を出して終わりでなくて、それが走り出すような方法を考

えたい。 

（3）. 日本の理数教育の問題点と人材育成への課題 

講 演 「日本の理数教育の問題点と人材育成への課題」 

講 師 京都大学経済研究所特任教授  西村和雄氏  

講演概要 

講演では、数学教育の改善に向けたこれまでの取り組みが紹介された。それとの

対比で日本の理数教育、特に理科教育の主要な問題点を挙げると以下の点である。 

（１） 理科の特定の科目を履修していない 

（高校における物理、化学、生物のそれぞれについて、特に物理の履修

者が少ない。） 

（２） 履修はしているが、理解が十分でない。 

（３） 大学における物理学習が十分でない。 

（４） 大学院修了者の学力が低い。 

以上の問題の背景には、小中高の授業時間の減少、高校と大学における選択制の拡大、

入学者選抜方法の多様化、大学院定員の拡大などがあると考えられる。 

 

（4）. 質疑応答 

部会長：何か質問・ご意見はないでしょうか。京大の物理系の教授からは数学でできたこ

とを何とか物理でもできないのか相談されたりします。 

 

産業界委員：西村部会長のご意見に全く同感である。物理をやるようになると理科系の役

に立つのだというデータをとりたい。日本だけでなく韓国や中国などでも。そのよう

な客観的なデータをとりたい。実はうちの会社で 7、800 人の社員のデータをずっと

調べていた。高校大学のときのどの成績が能力と関係があるかということを調べると

物理・数学であった。そういうことが分かってきた。自社だけだと中々信じてもらえ

ないので、世の中一般でもそのようなことが言えるというデータがあれば嬉しい。 
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部会長：この委員会と並行して、そういったデータを作ることは重要である。色々な大学

や企業の中でそういう調査をやれるように、皆さんに間にたってもらえるとありがた

い。 

 

産業界委員：技術系で入社した人にはテストを行っている。数学のテストは全員にできる

が、物理になると、そもそも物理を専攻している人が半分くらいしかいないので、物

理のテストというと中々データがとれない。 

 

部会長：高専などの中には物理や数学を非常にうまく教えているところもある。具体的に

知っている方がいれば、紹介してほしい。この委員会で講演をしてもらってもよいと

思う。 

先の話になるが、物理の履修率に関して、センター試験の物理の履修に関する研究

を国立教育研究所の方に来て頂いてもらう予定。次回かその次の回あたりで、講演し

て頂く予定。 

 

産業界委員：今後この部会はどのように進むのか。理数教育の問題をどんどん遡っていく

と、義務教育課程（小学校、中学校）の教育の在り方に問題があって、そこを改善し

ていくニーズがあるということだったと思う。となると、この部会でも小中学校にま

で遡って議論していくことになるのか。もう一つは人材育成ということに関して、数

学ができるとかということと並行して、人格を形成するという要素もあると思う。企

業の立場でいけば、知識をもっているということも大事なのだが、企業の中で活力を

もって働くための、チャレンジングな精神や創造性、社会に対する倫理観など、そう

いったことを併せもったような人格も求められていると思う。こういったことをこの

部会の中でも扱っていくのか、ということに関してはどうなのでしょうか。 

 

部会長： 初の 1 点は、小中高のカリキュラムを改善することはすぐには実現が難しいこ

となので、高校の物理の履修を促すという取り組みを我々にできるかということを考

えたい。2 点目に関しては、当然、人格や規範面も重要であり、それをどうやってメ

ッセージとして訴えるかを工夫したい。 近、企業の経営者と話して、その企業で求

めているのは規範を身につけている人だが、それを大学生に理解してもらうためには

どうしたら良いのだろうか、それをどういうメッセージで伝えるかということを相談

された。 

いくつかの重要なことがある。実際には全部重要なのだが、それをいくつか絞るか、

いくつかを順番をつけて訴えるか、それともまとめて訴えるかということは判断しな

ければいけないことだと思う。 

議論は色々してゆくつもりだが、集約するところは「高校における物理の履修率を
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上げる」というところ。それとモラルの点ももうひとつ。国語も英語も、語学はもち

ろんグローバル人材育成ということも重要。生物も、全部重要だが、全て重要だとい

うことを踏まえて、あえて物理が重要と言うべきと思う。 

 

大学側委員：若干補足させていただくと、メッセージ性ということに関しては、昨年の夏

に西村先生と、文系出身者と理系出身者に関する所得の研究の会見を行った。今まで

文系出身者の方が収入が高いと思われていた。しかし、それは違うというデータがと

れた。その反響が予想以上に非常に強い。大学に進学する際の行動にもかなり影響を

与えている。要するに、高校生が理系にいくか文系にいくかという選択をするときに

際に、理系に行く方が将来の所得が高いということがつながっていると思う。因果性

はまだはっきりしていないが、文系の就職率が理系と比較して大きく下がっていると

いうことが、大学入試における理系受験者数の増大という傾向に影響を与えている考

えられる。理系の志願者が増えている。同志社大学でも。そういった動きを誘導する

ということは重要だと思っている。そのための調査研究というのも必要かと思う。 

 

日機連：西村先生のお話を伺っていると、先生のおっしゃりたいことは、英語も全て必要

だが、その上で数学や算数、理科が重要だ。ということは、人間が思考するうえで、

理科というのは「ことわり」のことなので、logical thinking というようなそういう

素養をきちんとつけることが、能力というか考え方の力をつけるということである。

だから数学も理科も一種の「ことわり」だし、もっというと論語だって人の生き方の

「ことわり」かもしれない。そういった「ことわり」をしっかり押さえるという一つ

の手段として、典型的なものとして数学や理科であるという、こういったことの基本

を教えることが非常に能力を上げるということなのだということ。別の言い方をすれ

ば、理科を好きにさせるためにただロボットや宇宙を見せたりして興味を抱かせると

いうことだけでなく、もっと根本のところの「ことわり」を学ばせることで、力がつ

くのだということを西村先生はおしゃっているのかなと思ったのですが。 

 

部会長：私はそう思っています。しかし、そういうことを直接的には言わないようにして

いる。例えば、マスコミにインタビューを受けるときには、「数学や理科を学んでお

くとそれだけ選択肢が増えるということになる。色んな選択肢の中から職業を選べる

からそれだけリスクが小さくなり、平均的に所得が高くなる」という範囲に留めて言

うようにしている。論理的思考力が養われるということを言うと、そこに反発してく

る人もいるからです。 

 

産業界委員：私もしばらく前までは、入社してくる新入社員を見ていて、 近の大学生は

あまり勉強しないなと感じていた。レベルが下がってきているなと思い、それを大学
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生のせいにしていたけど、どうも西村先生の話を聞いて、大学生の問題ではなく、小

学生からの問題なのかと今日改めて思った。この問題をもっとつきつめて、でも何故

改善の方向に動かないのかと、それがはっきりと見えて、そこへ挑戦しないと前の進

まないというのが先生の悩みなのではないかと察する。もう一つは、モノづくりをや

っている立場の人間からすると、今グローバル戦略でも大変なんだということです。

これは今、目の前の問題なのです。しかし、今のお話の流れからすると、我々はもう

今現在の高校生、大学生には期待できないのかと、なってしまう。大学を中心として

高等教育という問題点を企業側からも改めて見てみる必要があるのではないかとい

う気がしている。ゆとり教育を受けた世代がこれからどんどん入社してくるが、それ

が一旦終わらないと、本物の、レベルの高い人材を待たなければならないとなると厳

しい。そこに悩みをもって話を聞いていた。 

 

部会長：目の前の問題と本質的な長期の問題、どちらも同時にやらないといけない。この

委員会としては、いまは、高校・大学生に影響することを考える方が良い。高校生に

影響しようと思って、提言を出すことが、中学生に影響する。中学生に影響すればす

ぐ、小学生にも影響する。そして親に影響する。 

実際にそれを判断する親や学校の先生にインセンティブを与える。国の規則はそう

簡単に変えられないが、方向性として、これから理系に行く人たちを増やしてゆくこ

とはできるのではないか。 

数学を選択した人としなかった人の平均所得の調査を発表した時は、流れの変わり

方は早かった。それまでは親が「数学なんか勉強してもしょうがない」と言っていた。

それが 1，2 年で変わって、「数学やっておいた方が得そう」と。「就職に困らなさそ

う」となった。「やらなくても絶対に平気」だと思っていたところから、「やらないと

どうもまずい」と思うようになった。親がそう思い出したら速い。そういう動きを作

っていくことが大事。 

中国も海外に人をどんどん送り出して、今や中国はアメリカから帰ってくる技術者

や物理学者が多くなっている。すぐやることと時間をかけて長期的にやることの両方

がある。動きを転換させることができたらあとはついてくる。おそらく 20 年も要ら

ない。 

 

大学側委員：中浜さんが大学の話をされたが。金沢工業大学という大学がある。ここは偏

差値があまり高くない学生を受け入れているにも関わらず、就職時点ではかなり高い

就職率で、しかも良い企業にも入っていることで全国的にも有名。ここは教育付加価

値日本一ということで、実際に訪問調査をしてきた。やはり、手遅れと言われたらそ

うかもしれないが、この大学くらい、他の全ての大学も教育を一生懸命やればかなり

変わると思う。日本の場合、良い大学の先生ほど一生懸命教えても意味がないという
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ことになっている。自分の研究に対するメリットがない。金沢工大の学生についての

話を聞いていると、阿部さんがおっしゃったように基礎学力をつけさせるための意欲

を向上させることと、金沢工大は「人間力」と言っているが、企業の方がよく言う「コ

ミュニケーション能力」や「チームワーク力」そういうものも含めた理系の基礎学力

以外に、会社で実際に使い物になるための能力を一緒に高めていく、動機づけを高め

ていくことで、基礎学力を高めて「やれるんだ」という気にさせる。基礎学力を高め

させるためには、18、20 歳あたりになると、それだけやれといっても効かないから

目標をみせる。産学連携で、物理や数学を勉強しておけば社会に出ていくとこういう

風に役にたつのだということを、プロジェクトなんかやると、そういうなかで、ちゃ

んと数学も勉強しなきゃいけないなと分からせるということが大学生なんかになっ

てくると必要になってくる。教育をちゃんとやっている大学というのは、こういう基

礎学力の面と人間力とをセットで高めていることをやれている。それが企業の方が求

められているグローバル対応なんかの考えで、その両面が必要という趣旨で阿部さん

や中浜さんもおっしゃっていたのではないかと思っていた。 

 

部会長：金沢工大は高校の復習から入る。独自のテキストを作って非常に親切。それを

初のころにきちんとリードしてやる先生がいた。 

 

産業界委員：確かに企業は大学から学生をひきうけてまず、会社の研修のなかで、基礎的

な復習をさせなければならない。大学や高専の先生から聞いたら、高校から入ってく

る連中がダメだから、 初の 1 年から 2 年は基礎をしっかりやらせる。それを辿って

いくと小学校に戻ってくるのかなという気がする。 

もうひとつ、職業教育について。学問のための教育ではなく職業のための教育とい

う視点。学生の想いが伝わってこない。何のために学んできたのかという当りも影響

しているのかなという感じがする。学校での退学率や入社後の自己都合退職率の高さ

から云えるミスマッチなど。 

 

大学側委員：物理について言えば、大学でも物理を専攻する人が減っている。物理の希望

者は全国的に減っているのではないか。私の勤務していた熊本大学だと、理学部の中

でおそらく多くの大学でも似ていると思うが、理学部で希望するのは化学と生物が人

気。 

 

部会長：教養部を廃止したときに、大学のカリキュラムが非常にゆるやかになって、選択

制が拡大した。とらなくてよくなって、大学の数学と物理の教員が余っている。 

 

大学側委員：入学のときに医学部や理学部を志望する人ですら物理を選択する人が減って
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いる。なぜ物理をとらないのか。よくわからない。昔だと化学や物理を複数とりなさ

いということだったが、今物理とるひとが共通して少ない。 

 

大学側委員：結局受験で化学と生物をとってしまうと、理学部に入ってきても物理や数学

をやりたいと思わない。 

 

部会長：まず、高校でとっていないと大学でもとらない。高校で履修していても入学試験

で物理を選ばなければ大学に入って履修する人も少なくなる。高校で履修する人を多

くしないと問題は解決しない。 

 

大学側委員：入試のときに、物理などをとる方が不利だから、という意見や、数学なんか

も積み上げだからずっとやってこない点数とれない。生物なんかは積み上げではない

から。 

 

部会長：言うとおり、積み上げだからこそ論理展開ができる。しかし、そう言っても、な

かなか履修者が増えないのが問題です。 

 

産業界委員：受験科目で物理を必修にしないと勉強しない。学部でしっかりやっていれば

大学院は必要ない。自分で何をしたいということを昔ほど考えていない。いかにうま

くラクして大学に入って、ラクして大学院に入ってという人がほとんどじゃないか。

入社してからもヒアリングしてみると、何がしたいかというのを持っているのは 2、

３割程度。弊社は自動車製造メーカだが、結局ほとんど、自動車好きで入った人はい

ない。大学でも物理のないところに行った。でも電気自動車楽しそうだから、大学院

だけ機械系を専攻した。だけど結局物理の基礎をやってこなかったら理系で入社して

も設計や開発とかは任せられない。何をやらせるかあてがうしかない。また物理の教

育を社内ですることまではできない、負のサイクルになっている。 

 

日機連：今までの議論を聞いていて、この委員会の焦点をどうするか。現在の企業の大き

な問題として理数系のレベルが低いということがあると思う。そうだとして、その具

体的な対応としてここでの検討の具体的な中身を考えたときに、西村先生の提案を自

分なりに解釈すると、物理の履修率を上げる、というのが具体的な目標にしたいので

はと思う。それでは狭すぎるのではとか、それだとちょっとおかしいのではというこ

とがあれば、この時点で擦り合わせておいた方がいいかと思う。 

 

産業界委員：確かに、高校までの物理の履修率が低いというのは前提として大きな問題。

会社側から見た時の感じからすると、例えば大学での教育というのは今のままで本当
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に良いのだろうか。実際には色々とやることも増えていて、カリキュラムも色々。そ

の中で学生に自分で決めろというときに、果たして今の学生がそこまで考えられるだ

ろうか。自習できるか。 

 

部会長：たくさんの問題が実はある。「履修率を上げる」というだけでは提言にもならな

いし、解決にもならない。そのような結果をもたらす方策を考えるなかで、他の多く

の問題を議論してゆきたい。そして、結果として高校・大学での学習傾向が変わるよ

うにしたいが、強制することはできない。この委員会としてはそういうことを促す、

実現可能で、学生にインセンティブを与えるような、有力な高校・大学で、好ましい

学習傾向を促すような仕掛けを考えたい。 

 

大学側委員：逆に企業の方々に聞きたい。実態的にはよく分からないが工学系の大学の先

生などと話しをして耳から受けた印象だと、本当に企業が新卒採用するときに、物理

や数学をきちんとチェックしているのかというところが疑問。やはり理工系でも 近

の採用は文系に近づいてきていて、言葉は悪いが「面接が上手い人が通りやすい」と

いうことになってきている。それはそれでしょうがない。しかし一方で、物理や数学

のレベルをきちんとチェックしていればと思うが、そうでないのが次々に採用されて

いるという気がする。それとも採用せざるを得ないということなのか。その辺りの実

態を確認したい。何を言いたいかというと、西村先生の言うインセンティブは、今の

ところ就職か入試しかないと思う。とすれば、例えば経団連が就職のときには大学の

成績ではなく、高校で物理を履修していたかどうかで門前払いする、などというコメ

ントをすれば、それで決まりだ。極論だが。人材事業として、その辺りを企業がどの

ように考えているか知りたい。現実にどうされているか知りたい。 

 

産業界委員：会社によって違うと思うが、うちの会社では色々と調べた結果やはり数学、

物理が必要だということが分かってきた。去年からは物理数学のテストであるボーダ

ーラインを決めて、それ以下だと採用しないということを人事とやっている。そする

と 10 点は上がった。全従業員に対して同じ問題を解かせると、我々の年代は 85 点、

けれど数年前の新入社員は 50 点、毎年 4 点ずつ下がって去年は 42 点。同じ問題でも

今の新入社員は半分しかとれない。これはいけないということで入社試験でボーダー

ラインを設けることにした。人事とはもめたが。グループ企業共通の試験をやるよう

な話もしていた。英語の TOEIC のようなものが理系科目にもあればいい。そのよう

な学力認定試験などがあれば大学などは問わずに企業としても採用する。どこの大学、

大学院かなどは問わないような方向に持っていきたい。 

 

部会長：たとえば、機械連合会の加盟企業の入社試験では物理を問うようにするというこ
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とが提言としてできればよいと思う。それは難しいだろうが、要は、方法は色々と考

えられるということである。 

 

日機連：大森先生のお話は、製品の品質の問題からいえば、「出口管理、入口管理」の品

証でチェックしてそこを厳しく管理すれば、そこは達成率が低くてもこれは元々プロ

セスの方の改善でフィードバックして品証をクリアするような率を上げようじゃな

いかということ。そうなれば高校の物理の履修をあげるというのは、一種の製造のラ

インでいえばプロセスを改善して質を高めるということになる。企業が採用するとき、

あるいは入試のときに厳しくするというのは、品証できちんと検査してダメなものは

落とす。それがひいてはフィードバックしていくことにつながる。平成 10 年頃の話

だが、蒸気タービンをやりたいと言って入ってきた新入社員が実は熱力学を履修して

いなかった。社内で大衝撃だった。人事と相談して、本人のやりたいことと、それに

必要な講座をきちんと履修しているかということをチェックして、求人要綱にもきち

んとそれを載せる。 初は大学の方が嫌がるかと思っていたが、かえって歓迎された。

大学としてもどういう人にどのように就職指導すれば良いかが分からなかったが、明

確になったという。今の状況は知らないが。例の社員は熱力学は難しそうだからやら

なかったという。ということは、西村先生の言うように高校でしっかり物理を勉強し

て、しっかり物が考えられるようにならないと、熱力学などはさっぱり分からないと

いうことになるのだろう。 

 

部会長：アメリカの報告書では、産業界からこういうことをやってほしいだとか、こうい

う人を待っているという要望をまとめたものがあった。例えばそういう報告書を作る

というのも一つのメッセージだ。 

 

大学側委員：今のお話を聞くと、経団連や日機連の方でというのは無理にしても、物理な

どを例示しながら、各主要な企業が要求される基礎学力についてもっと「見える化」

するようにするということで大学側も歓迎したというのは、一つの方法ではないか。

そういう動きを広めたい。どの程度まで言って大丈夫かというのは議論しなければな

らないが。 

 

産業界委員：今のお話で、技術系の人であれば基本３力学が必要。そういうことは今でも

大学にお願いしている。もう少し強制力があってもいいのではと感じた。なぜかとい

うと、これからどんどん外国人の技術者が正式採用される時代になっている。日本の

大学生は淘汰されてしまう懸念がある。そうした時に、企業側が強制力をもって大学

に、このレベル以上の学生しか採らないと言う。それは同じように戦っていく外国の

大学生と同じレベルになってほしいという強いメッセージを出していくことが今の
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時代として必要なのかなと思う。 

 

産業界委員：さきほどの話で、韓国の入試のレベルが下の方の学生に同じ問題を解かせた

ら、うちと変らなかった。そんなレベルになってきている。もう大学院・大学・高専

の子を分けずに一緒に授業している。みんなほとんど一緒のレベル。大学・大学院の

優位性がもうない。大学院ほんとに必要かという話も出たが、大学院の何が優れてい

るかというと、一部の学生が論文を英語で発表した、などで全体を見ると優位性がな

いという印象。 

 

部会長：ところが、一般の認識はそうなっていない。パナソニックが 2011 年採用から、

国内で 290 人、国外で 1100 人にした。国内の 290 人にしても日本人とは限らず留学

生も含まれる。海外進出という理由だけでなく、それだけドラスティックに国外人材

を増やすというのは、日本の学生のレベルが低下しているからだと思う。しかし国民

はそう思っていないようである。危機意識が国内に依然としてないのが不思議。その

危機意識を共有してもらえればいいのだろうが。 

 

大学側委員：日本の大学がちゃんと教育しないのなら、外国人採用をこれくらい増やすぞ

という各業界で言えば危機意識を持つのでは。 

 

産業界委員：出来れば採用は日本でやりたいが、 近はもう国際化。開発もアメリカ、ヨ

ーロッパ。定量的には測っていないが、同じ仕事でも海外に依頼する方が早い。仕事

のスピードが日本は非常遅くなっていると感じる。同じマンパワーをかけても仕事が

遅い。 

 

 

以上の議事録をみると、議論は大きく５つに分けられる。まず、現状の問題意識に関す

るもの、次にそうした問題に対する取組や対応に関するもの、また、これまでの取組の現

状とそこから浮上する課題に関するものがあるほか、本事業の調査範囲の対象やその範囲

についての意見などがみられる。さらに、本事業が目指すべき提言とその手法についても

意見が出された。これらを図式化し、俯瞰したものが以下の図である。 
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図表 7 第１回専門部会における議論の集約と俯瞰図 

 

出所 上記議事録をベースにして分類し、相互の関係を勘案しながら図式化、JATIS 作成 

また、議事録中に出てきた４力学については以下の図が参考になる。 

図表 8 ４力学関係図 

 
出所 工学院大学 工学部 機械システム科 学科の魅力 ４力とはから転載 

http://www.mech.kogakuin.ac.jp/ms/feature/about_4riki.html 
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２. 高等学校における理数科目 

（1）. 高等学校における理数科目の変遷及び履修状況について 

[講師] 

文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 

 基礎研究部 総括研究官 安野 史子氏 

[講演内容] 

１．大学進学状況の推移 

○18 歳人口・大学志願者数・進学率 

・18 歳人口は減少傾向にあるが、大学志願者数、進学率は上昇。 

・人口は減少しているが、大学入学者は減少していないという状況。 

２．高等学校における教育課程の変遷 

○単位数、科目数 

・平成 15 年度（2003 年度）からは指定必修科目（必ず履修する）はわずか 9

単位。 

・9 単位の実態は「保健体育」。 

・平成元年（1989 年）告示の学習指導要領では、科目の細分化が実施され、約

60 科目に急増した。 

３．数学・理科の科目履修動向 

○科目及び標準単位数 

・標準単位数は変化していないが、内容は変化している可能性がある（数学）。 

・昭和 35 年（1960 年）告示の場合、物理・化学・生物・地学は全て学ぶよう

になっていた。 

・昭和 40 年（1965 年）告示の場合、理科授業は 1 週間で６時間は確保されて

いた。 

・現在、地学はほとんど履修されていない。地学の教員自体もほとんどいない。 

○教科書需要冊数から見た履修状況 

・数学：20～25％台。 

・物理：約 16％（近年、微増傾向）。 

・化学は文系の生徒が多く選択する傾向。 

・物理Ⅱまで履修する生徒はほぼ理系のみと考えられる。 

○科目開設状況 

・１つの科目を学年に跨いで履修させている学校もある。 

・数Ⅰについてはほぼ全高校生が履修。 

・数Ⅲ、数 C についても開設している学校は多い。 
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・小学校１、２年次に理科の授業がないことで、中学で学習すべき理科の内容が

高校 1 年生にまで繰り上がってきている。このことが、理科系進学者に高校で

理科 3 科目を履修することを不可能にしている。 

４．大学入試における科目選択 

○共通第一次試験・センター試験の実施状況。 

・共通一次時代には大きく分けて 3 回のシステム変更があった。 

・試験での選択可能科目が変更されると、それに伴い科目選択、履修科目は大き

く変わる。 

・共通一次からセンター試験に変わって、科目は細分化された。 

・近年、受験生全体の約 3 割は物理をセンター試験で選択している。 

・化学は近年選択率が減少傾向、しかし物理に比べると選択率は高い。 

 

（2）. 質疑応答 

１）． 単語の定義について 

Q.「教科」、「科目」とはどのような意味か？  

A.「教科」は例えば英語・国語・数学・理科・社会といったもの。一方「科目」と

いうのは、理科「教科」に対して、物理（Ⅰ／Ⅱ）・化学・生物などが「科目」

に当る。また、ローマ数字のⅠ～Ⅲはメインになる内容でA～Cはサブの内容。

例えばⅠA とⅠB は、ⅠB の方が内容が濃いということになる。学習指導要領

によって、その科目数は変化する。 

 

Q.「文系」、「理系」の区分は何か？ 

A.「文系」「理系」という区別は文科省ではなく学校で使用されているもの。その

ため学習指導要領の中では「文系」「理系」それぞれの必修科目は設定されて

いない。大学受験のために学校内で定めているだけ。 

 

２）． 科目選択について 

Q.昭和 45 年（1970 年）告示の指導要領の時に、理系科目を 18 単位履修していると

あるが、富山県の高校では生物と地学は選択制だった記憶があるが。 

A.正確には 12 単位～18 単位での履修ではある。しかし、大多数の高校では 18 単

位履修させていた。 

 また履修科目については、都道府県や自治体の方針によっても大きく左右される。 

 

Q.昭和 53 年（1978 年）告示の指導要領では理科の相対的地位が落ちているように見

えるが、これには文科省の方針によるものなのか。 
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A.この時の文科省による学習指導要領の改訂で「ゆとり教育」が始まった。そのた

め理科に限らず全教科についても影響を受けている。例えば社会では「現代社会」

という科目が設置された。 

 

３）． 共通一次試験・センター試験について 

Q.文系受験生は生物を選択する人が多いので、センター試験では物理・生物・化学の

中では生物が一番多く選択されているのでは？  

A.化学が一番多い。まず、理系の受験生は「生物・化学」か「物理・化学」のセッ

トを選択するケースが多いので、「化学」が一番多くなる。文系では分かれる。

現在は、物理と生物が同じくらい履修されている。理科科目のⅡまで履修してい

るのは理系学生。文系でⅡまで履修するという例は、ごく限られたレベルの高い

進学校しかない。 

 

Q.国立大学の文系で理科を受験する場合でも、理科科目のⅡは必要ないのか？（部会

長） 

A.センター試験にはⅡまで出題していない。二次試験でも文系は理科を課していな

い。 

 

Q.教科書の需要冊数が多いからといって、必ずしもその内容を全て学んでいるとは限

らないのではないか？大学入試のために、果たしてどこまでの範囲を勉強している

のか。 

A.厳密にはそうなるが、大方、教科書の需要冊数と一致する。今の高校生は大

学入試に必要ない科目はやらない。ちなみにセンター試験では「物理Ⅰ」の範囲

しか出題されないが、大学個別の二次試験では、理系学部においては「物理Ⅱ」

の範囲も出題される。 

 

４）． 討議内容 

（部会長） 近関西の大学では、医者の中に高校で生物を履修していないという場合

があるという問題を指摘したことがきっかけで、物理・化学・生物 3 科目

全て履修させるというようになってきた。 

（講師）関西の医学部の例は、文科省ではなく、大学の発言を受けてセンター試験の

システムを変更したというもの。 

（部会長）1980 年代から、高校 1 年次が終了するとすぐに文系・理系に分かれるよ

うになった。「文系」生徒が「理系」科目の内容を理解できなくなったのは

この時期から。理科における履修率の低下もこの時期からである。 

（講師）2003 年 2004 年のセンター試験で地学以外の理科科目の選択が増えているの
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は、この年から理科を 3 コマ選択できるようになったからである。それま

では 2 コマだった。この現象は学習指導要領の変更がないにも関わらず、

センター試験のシステムの変更により、科目選択の傾向が変わったという

例である。 

大学入試における科目選択については、共通一次・センター試験でどの

科目を選択できるかどうかで、教科書需要冊数も影響を受けている。履修

科目は学習指導要領の改訂だけでなく、大学入試でどのように科目を選択

できるかで変化してきている。 

（委員）従来は 大 3 科目選択可能だったが、平成 24 年（2012 年）からのセンター

試験では、理科科目は 6 科目の中から 大 2 科目の選択に変ることから履

修・受験科目の選択パターンはまた大きく変わる可能性もある。 

（部会長）中学の理科の内容が高校 1 年生に繰り上がってきたことが、理科 3 科目を

高校で履修することをほぼ不可能にしているということ。 

（講師）また、全科目の試験問題が１冊子になっているので、今までには同時に選択

できなかった科目の組み合わせも可能になる。 

センター試験の受験には地域差がかなり見られる。愛知・広島・富山で

は受験率が高い。それに続いて石川・福井が高い。関西は比較的受験率が

低い。理由ははっきりと分からない。 

（委員）関西圏には国立大学が少ないからでは。一方、東京近郊には競争力のある国

立大学が多い。そのため関西では地元の国立大学を受験するインセンティ

ブが少ないのではないか。 

（講師）平成 23 年（2011 年）までのセンター試験では理科科目は 大 3 科目選択で

きたが、3 科目を選択する受験生は全体の中ではわずかである。 

センター試験の仕組みを変えると、受験生の行動はかなり変化する。以

前、社会教科で大きな変化が見られた年があった。高校も併せて対応を変

化させる。 

（委員）平成 24 年（2012 年）からは、理科科目については 大の 2 科目を登録して

おいて、 終的に出来の良い方を使うというパターンが多くなるのではな

いか。 

（講師）とりあえず登録するということになると、平均点調整での弊害も懸念される。 

現在の高校の時間割の中で理科科目を３つ組み込むことは不可能。だか

ら 3 科目入試もほとんど採用していない。 

（委員）平成 14 年（2002 年）と平成 17 年（2005 年）の履修科目の組み合わせでは、

物理の履修はそれほど下がっていないということになる。 

（講師）物理の履修率はそれほどの変化はないが、実数では減少しているが。 

（部会長）20 年程のスパンで見て、物理の履修が下がっていると考えている。昭和
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53 年（1978 年）の指導要領から物理の履修率が下がった。大学の数がも

のすごく拡大したが、そのほとんどは文系大学であるため、文系受験生が

相対的に増えたことも、現在の物理の履修状況に影響を与えていると思う。 

（委員）平成 21 年（2009 年）告示の指導要領で物理が 4 単位化したことも大きな意

味を持つのでは。 

（講師）センター試験では物理Ⅰしか 近は出題されていなかった。しかし、２単位

で試験を作るのは内容が薄くなって困難であるという問題があった。 

（講師）将来、センター試験で物理の出題範囲を 後にまで拡大すると、旧帝大クラ

ス以外の大学では個別試験を実施しなくなるのではという懸念もある。 

（委員）科目の単位数は変化しているが、1 単位あたりの内容のボリュームというも

のも変化しているのだろうか。 

（部会長）高校 3 年間という期間で見れば、内容をカバーしているとしても、その内

容が高 3 後の 1 年間で詰め込むようになっていれば、内容を消化しきれ

ていない。文系の生徒は途中でやめることもあるので、全体の履修レベル

も落ちる。 

（講師）「標準単位数」ということだから、学校によって上下することもある。平成

25 年（2013 年）からの 4 単位の「物理」を履修する人は「物理基礎」も

指定必修科目なので履修しなければならない。平成 25 年（2013 年）から

実施の指導要領では、地学を除き物理・化学・生物基礎の 3 科目はだいた

いの学校で開設されると思われる。しかし、どの学年で何を開設するかは

各学校まだ検討中である。 初の 3 年間ほどは各学校途中で調整すること

が多い。 

（委員）物理は数学を学んでから履修した方が良い面があるため、2 年次での開設が

多いのではないか。 

（講師）「理科総合」という科目は 後へ後回しの科目というよりは、大学進学する

生徒が多くないような高校で履修させるケースが多い。そのような生徒は

理科科目を履修すること自体が困難なレベル。 

（講師）国立大の理系学部の個別試験で、理科科目４つのうち、地学で入学できると

いう場合は少ない。多いのは、物理・化学どちらかは必要だというパター

ン。物理は必ず必要というようにはなっていない。生物・地学という組み

合わせを禁止している大学も多い。 

（委員）今まで、工学部・理学部において物理・化学を高校時に履修しているべき学

科で、入試時に物理・化学以外を選択しても入学できる・入学していると

いう大学の割合などを調査したものはあるのだろうか。 

（講師）大学の募集単位が多すぎて比率は調査できていない。現在は AO 入試、推薦

入試、前期／後期などパターンがありすぎる。大学入試調査でも前期試験
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しか対象にできていない。 

（委員）そのような多様な入試で、学生を選抜できるのが不思議だ。 

（講師）私学の場合は、理科の代わりに国語でも良いという大学もある。昨年の通達

では、推薦でも AO 入試でも「何らかの学力試験は施すように」となって

いる。私学の場合は、定員を満たすために様々な方法をとる必要がある。 

（委員）「偏差値」とは、一般入試で入学してきている人のデータであって、その割

合は僅かである。推薦入試は全体の 5 割以下という定めがあるが。偏差値

で表す大学のレベルと実際の入学者のレベルとは乖離している場合が多い。 

（委員）AO 入試と推薦入試での入学者を足すと、全体の半分を超える。 

（委員）一般入試での定員が多いと、応募者も増える。しかし、定着率が悪いため結

局膨大な合格者を出すことになる。 

（部会長）試験に慣れていない大学生が多い。出席点を当てにしたりしている。それ

は一般入試で入ってきていない生徒が多いことも関係していると感じる。 

（講師）旧帝大クラスの工学部では、現在倍率 2 倍を保つのがギリギリになっている。 

 

３. 技術系社員教育の現状と今後の課題 

（1）. 技術系社員教育の現状と今後の課題 

１）． 講 師 

株式会社 豊田自動織機 常務執行役員 野崎 晃平 氏 

２）． 講演内容 

１．会社概要 

２．事業内容 

・フォークリフト世界シェア No.1（20%） 

３．人材育成への取り組み 

○取組姿勢 

・育成するだけでなく、その後どのように成長したかをデータによりきちん

と検証するよう努めている。同時に高校、大学の学部・専攻などのバック

グラウンドとの関係の把握にも取り組んでいる。 

・自社製品との関連がある教育をしている。 

○現在の問題意識 

・バブル時に大量採用を行い、その時採用された社員が 1996 年には 20 代

後半となり、2007 年には 30 代後半になった。現在は課長職など部下を持

つ立場になっている。 

→しかし、大量採用だったため入社後の技術面などの教育指導が不十分
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であった。 

そのため、現在多くの部下を抱えるようになったが、部下をきちん

と指導できないことが問題になっている。 

→「部下の指導を出来るようにする」これが人材育成のテーマ。 

・現在 50 代位の退職間近、もしくは直後の世代の技術的レベルが も高い。 

・若手現役社員は、同じ仕事でも昔の社員の 2~3 倍ほど時間がかかってしま

い、生産効率が悪くなっている。 

・現場リーダーの悩み・不安に関するアンケートでは、「日常業務が忙し過

ぎて部下をフォローすることが難しい」（62.5%）、「部下をどう教育してい

いか分からない」（約 25%）という結果が出ている。 

→「やる気がない」「育成能力がないだけ」という見方もある。 

・部下から見たリーダーへの期待に関するアンケートでは、「人に負けない

技術を持っていて尊敬できる」と回答した人が多い。 

○教育に対する考え 

・「職場力」（リーダーシップ）を身につけさせる。 

・技術について力を入れて教育している。 

・人材育成については社長などトップの思いがないと中々進められない。 

→2008 年度社長指針・基本指針：自立した人材の育成に心血を注ぐ。 

管理職はいかに部下の育成に取り組んだかについて、半期ごとに報告

させ、評価基準として賞与や昇給に反映させている。 

・人材育成は 大の使命と考える。この5～6年で人材育成に力を入れ出した。 

・技術技能ラーニングセンターでは、技術系採用の新入社員に対して基礎技

術、本来高校や大学で修得すべき物理・化学等の基礎的学力・能力を身に

つけさせる教育を行っている。 

・現場採用の新入社員の成績優秀者上位 100 名には、入社後 1 年間研修を受

けさせる。翌年そのうちの 8 割の社員は現場に配属させるが、将来のリー

ダー候補となる 2 割の優秀社員は現場に配属せず、その後 2 年間さらに研

修を受けさせる。 

・中堅社員についても、それぞれの技術コースに応じた教育を行っている。 

○教育と訓練 

・教育は知らないことを教えること。 

・訓練は既に知っていることを、繰り返し行わせること。 

→頭の中では分かっていることを確実に実行できるようになるまで、反復

させる。 

・現在の教育では、反復や繰り返しなど、苦労を厭わない学習を軽視してい

るように感じられる。 
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・暗記も重要だが軽視されている。どれだけ知識があるかによって達成度も

異なる。 

・現在の新入社員は一度学んだことが頭に入っていない。身についていない。

訓練の軽視が一因だと思われる。 

・技能系については、入社すると毎日 1.5 ㎞を走らせる。軍隊式に、体力、

礼儀、協調性、表現力、自立心など、あらゆることに対して目標値を設定

させている。 

・ 初は 30 秒のスピーチが精一杯だが、訓練を重ねると 3 分のスピーチも

できるようになる。作文も 30 分かかっていたのが、1/3 の時間で論理的な

文章を書けるようになる。 

○技能五輪の訓練 

・ 初は良い指導者の不足により、生徒も育たないが、次第に良い指導者が

増え、生徒は目指すべきレベルを把握できるようになる。その結果、良い

生徒が育ち将来の指導者になる。 

・技能系はスペシャリストを育てることによって良い教師を育成する。 

・指導者育成のため、90 分の講座毎に教師の評価を行い、その結果を教師

にフィードバックする仕組みにしている。 

○技術者教育の考え方 

・20～30 年前のレベルに急速にキャッチアップさせる必要がある。 

・現在の新卒には、基礎能力の不足・オリジナリティの欠如、問題設定能力

の不足、意識レベルの低下等の問題がある。 

・リクルートの昔の資料によると、従前の採用条件では重視する項目上位 3

位が「人柄」、「熱意」、「今後の可能性」であったが、現在は学校の成績と

入社試験の成績を重視するように見直した。 

・企業が大学（院）に期待していることは、 

・専門分野の知識を学生にしっかりと身につけさせること 

・知識情報を集めて自分の考えを導き出せる訓練をさせること 

○学力レベル変化の調査 

・世間で言われている学力低下の状況について確認するため、社内で試験を

行った。 

・同じ問題だが、若い人ほど得点が低いという分布になり、毎年その点数が

低下している。 

・文章問題の正答率から、読解力の低下も見られる。 

・物理、算数・数学などでは計算能力や基礎的な知識が不足していることが

分かる。中高で習ったことはほとんど忘れているという状態。 

→新入社員にはいわば、詰め込み教育を行わざるを得ない。 
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・専門分野別の各平均点には出身学科別の差があまり見られない。 

・大卒、院卒の間にはＳＰＩや入社後の実力テストの平均点に差がない。 

・高卒の成績優秀者と大卒の成績下位者では、高卒の方の点数が高い。 

・物理系専攻の社員の人数は少ないが、成績優秀者が多い。過去 6 年間の調

査において、どの分野のテストを受けさせてもバランスよく良い成績を収

めている。 

・物理のできる人は教育効果が高く、どの分野でも平均して出来る。 

・ＳＰＩと研修後の実力テストの点数には相関がない。 

・数学・物理テストと実力テストの相関は大きい。 

・院卒だが他大学出身者の場合は成績の低い傾向がある。また、大学と大学

院での専攻の異なる人も成績が低い。 

○オリジナルカリキュラム 

・各講座の関係性が分かりやすいように設定した。 

・テキストもオリジナルに作成。カラーにしたり用語を統一するなど細部に

も気を遣っている。 

 

（2）. 質疑応答 

Q. 新入社員のテストの点数が 近毎年 4 点ずつ下がってきている。これはいつ頃から

の傾向か？ 

A. 共通一次の頃から徐々に下がってきた。また、昔は高卒採用が現在より多かった

ことを考えると、現在の新入社員の相対的レベルはさらに低いと考えられる。 

 

Q. 近は入社テストや学校の成績を採用時に重視するようになったということだが、

入社テストとはどのような内容のものか？  

A. 物理・数学のテストと面接のことである。面接も点数化している。学力テストの

成績が良くても、人柄や協調性など面接時での評価が低ければ採用していない。 

 

Q. グローバル人材やリーダーシップのとれる人を採用したり教育したりするシステム

を作りたいと思っているが、そのような人材を確保するような仕組みはあるのか？  

A. 面接時にそのような面は見ているが、入社後の体系立てられた制度はまだない。

事業部ごとに方針が違うこともあって制度は作られていない。 

 

Q. 事務系についてはどのような方針で採用するのか？  

A. 専門性の高さを重視している。 
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Q. 文章力については入社前に小論文などでチェックしているのか？  

A. 入社前には行わず、文章力は入社後に教育して身につけさせている。なおＳＰＩ

は数学・物理テストと同じように扱っている。 

 

Q. 物理専攻の社員が優秀と言っていたが、物理出身者は意外とメーカーでは活躍の場

がなかった。物理出身者を経営の中核的リーダーにしようと思うと、なかなかそう

いうキャリアパスにならないケースがある。限られた分野に押し込められることが

多い。この点はどうか。 

A. 物理専攻だから、どこに配属させるということはない。応募者のバックグラウン

ド情報を各事業部に渡して、各事業部が必要な人材を選ぶ。現在、技術系社員に

ついては 1 人ずつ成績表を作成し、各分野の適性なども測れるようにしている。 

 

Q. あまりにも専門にこだわると、却って将来の活躍の場が狭まるということも懸念さ

れているが、社員あるいは学生の専門だけでなく、広く可能性を見出して配属させ

ているということか。 

A. 企業としては、一般的な教養があれば入社してからの教育で十分やっていけると

思っている。 

 

Q. 学歴の信頼性は今どのようになっているのか。 

A. 銘柄大学だからといって必ずしも優秀とは限らないように思う。 

 

Q. 大卒と院卒の社内テストの成績にあまり差がないというのは、問題のレベルが中学

レベルだからではないのか？一般的には大卒と院卒では学習到達レベルが違うは

ずである。 

A. 確かに問題のレベルは専門的なものを問うものではないが、それとは別に、院卒

といっても大学院入試を受けずに入学している人が 7 割近くいるということが

関係していると思う。 

 

Q. 人間の評価を単独のテストによって評価しないということに非常に感銘を受けた。

大学の成績と入社後の成績に相関はあるのか？ 

A. その分析をしたいが、大学の成績が例えＡだったとしても本当に理解しているか

は分からないし、学部の種類が多様になってきていてカテゴライズするのが困難

な状況にある。一体何を学んでいるのかが分からない。 

 

Q. 高卒と大卒の学力に大きな差がないということであったが、表現力や説得力などに

ついては大卒の方が高いと思うがどうなのか。 
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A. その点は確かに大卒の方が優れている。特に英語については差が大きい。 

 

Q. レベルが低い、あるいは理解度も低いというのは、大学ではなく小・中・高での問

題なのではないか。 

A. 結局、大学でも大学院でも入学試験を受けずに合格する人が多くなっている。だ

から、小学・中学レベルの学力の生徒が大学や大学院に入ってしまっているので

はないか。小学校で教わることも分からないような大学生が現に存在している。 

 

Q. 全体的に社員のレベルが下がっているというが、本当に理数能力が高い人の進路選

択が変化してきたという可能性も考えられるのではないか。 

A. 理系は苦労が多いにも関わらず報われないという状況がそのような変化を生んで

いるのかもしれない。日本企業は技術屋を大事にしない。 

（3）. 討議内容 

○大学院重点化による影響 

（部会長）大学院は定員を埋めなくてはならず、合格点を下げて定員の確保をせざ

るを得なくなってしまった。 

（講師）付属の大学からだけでは定員を埋められなくなり、ボーダーラインを下げ

たり、他大学からも採ったりするようになった。 

○採用時の学科試験 

（講師）採用時の数学・物理の試験の内容は高校までの範囲にしているので、高卒

でも解ける内容となっている。物理の専門的な内容を学習していなくても解

けるようにしている。 

（部会長）勉強しても出来ないというのは、カリキュラムが悪いか日本人の頭が悪

くなったか、あるいは教師・教科書の質が悪いということが考えられる。 

（講師）同じ大学出身者でも、同じ問題を世代ごとに解いてもらうと、若い世代の

方が、明らかに点数が低い。 

○労働規制による教育研修への影響 

（講師）自分が若手の時には、新入社員に宿題を出していたが、今は業務命令にな

ってしまうので宿題を出せない。この点が今の中国だと違う。熱意のある人

は休日でも手当がつかなくても勉強しに会社に来る。 

（委員）以前はＯＪＴという名で基礎的なものも含めて上司が若手の面倒を見てい

たと思うが、現在は残業時間の制約などの理由でそのようなことができなく

なってきた。 

（講師）そのような自由度が落ちてきていて困っている。 

○若手社員教育 
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（講師）バブルの時代はどこの会社も若手社員の教育を怠っていたと思う。 

（委員）社内教育のカリキュラムを大学に公開することにより、ふさわしい人材を

教育機関が育ててくれるようになるのではないか。 

○産業・企業からの教育に対する提言方法 

（部会長）１企業では難しいが、産業界からいくつかの企業が一緒になって具体性

を持った提言をすれば効果は違ってくるのではないか。 

 

（部会長）就業態度のようなものは小学校で決まると思う。その辺りについても、

職業観のようなものをきちんと育てなければならない。どこから手をつける

べきか。 

（委員）産業界からの集団圧力として、ある程度まとまった声を発信できないか検

討する必要がある。産業界から聞こえてくる声はあまりにバラバラであると

感じることが多い。 

（委員）今までは産業界が教育カリキュラムのようなところにまで口出しするのは

タブーとされ、そのために企業が入社後に再教育することになっているので

はなかろうか。 

（委員）現在企業が行っている教育は、その企業固有の知識ではなく、本来ならば

高校・大学で培われているべき一般的な内容である。それを企業が大学より

もはるかに体系的に再教育している。 

（部会長）皆の意識を変えなければならないが、それをどのように誘導すべきなの

か。 

（委員）インパクトが大きいと思うのは、採用選抜のときに用いている試験や条件

を大学側に見せること。 

○大学・大学院の入試と教育 

（委員）大学院の入試も推薦入試が増えてきて、試験の科目数も減っている。この

ような部分を見直すのも大変である。科目が選択制だと、点数の取りやすい

科目を選択するようになる。勉強に取組む機会も減ってきた。大学入試につ

いても科目という視点で考えなおす必要がある。 

（部会長）大学院の場合には、定員を満たさなくてはならないという縛りをなくさ

ないと、現状を変えるのは難しいと思う。 

○産学官への提言の方向 

（委員）小中高大だけでなく、同時に企業にもプレッシャーを与えなくてはいけな

い。企業側への提言は、結局大学へ外圧を与えるための提言になると思う。 

（委員）数学・物理テストを他の企業でもやらせてみると良い。 

（委員）産業界に求めるもの、文科省に求めるものを区別しなくてはならない。構

造的に変えるには、違うアプローチが必要。入口と出口のゲート管理、中間
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のゲート管理を大学がどれだけできているのかについても、考えなくてはい

けない。 

（委員）かつて、人事の仕事で採用希望者の学生に学力試験を行ったことがあった。

その時も学力低下の傾向は見られたが、そのような人材でも入社してから時

間をかけて育てると仕事は出来た。学力レベルは以前も低かったように感じ

たが、それが現在はさらに低下しているのだろうか。 

（委員）グローバル人材という点についてももっと触れていきたい。 

 

４. 現在の高校における物理教育の現状と課題 

（1）. 現在の高校における物理教育の現状と課題 

１）． 講師 

千葉県立千葉高等学校 物理担当教諭  堀 亨 氏 

２）． 講演内容 

１．高校理科教育課程の変遷 

・過去、現在、未来の学習指導要領における理科教育課程の内容の変化 

・以前の教育課程 

→学習指導要領（昭和 38 年~）では、物理（A 又は B）、化学（A 又

は B）、生物、地学の 4 科目を必ず履修。 

学習指導要領（昭和 48 年~）では、基礎理科と物理Ⅰ又は化学Ⅰ

又は生物Ⅰ又は地学Ⅰの 2 科目を必ず履修。実際は 2、3 年生で 3

科目履修するといった状況であった。 

・現在の教育課程（平成 15 年~） 

→理科基礎、理科総合 A、理科総合 B のうちの少なくとも 1 科目以上

と、物理Ⅰ、化学Ⅰ、生物Ⅰ、地学Ⅰを合わせて 2 科目を必ず履修。 

理科総合 A は中学の第一分野、B は中学の第二分野に当る。 

・次の教育課程（平成 24 年~） 

→科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から、

科学と人間生活を含む 2 科目、または基礎科目から 3 科目を必ず履

修。 

基礎科目は 2 単位、物理、化学などの科目は 4 単位となる。 

科学と人間生活は様々な分野が含まれているため、教師が教える

のに苦労する。そのため、あまり採用されないと思われる。 

 

○現行課程の高校物理の内容 

- 65 - 

 
  



---66--- 
 

・物理Ⅰ第１編の「電気」に関しては中学からの延長線上にあるような内

容。 

・物理Ⅱ第 5 編の「原子・原子核・素粒子」については、入試で出題されな

いため、教えない学校も多い。 

○新課程の高校物理の内容 

・物理基礎（標準 2 単位）は現行課程の物理Ⅰ（標準 3 単位）とほぼ同じ内

容であるが、「静電気」、「人間と物理」など追加された内容もある。内容

が増えたにも関わらず単位は減っている。 

 

２．理科の選択状況（千葉県） 

・千葉県の理科の選択状況をみると、化学Ⅰが 52.2%と も多い。物理Ⅰは

23.0%であるが、選択するのは大体理系というのが生徒間での認識。化学

は文系でも理系でも選択しやすく、地学はセンター試験で点数を稼ぎやす

いという認識の下、選択されている。 

○物理選択者が少ない理由 

・高校教育が大学入試に“ 適化”しすぎている。受験時に良い点数を採れ

る、良い大学に合格できれば良いという考え。 

・保護者からの要望も大学入試重視になっている。 

・生徒にとって物理は敷居が高い科目という印象がある。親との会話の中で

も「物理は難しい」と刷り込まれていることがある。 

・数学よりも物理への苦手意識の方が高いと感じる。 

・物理の方が数学の知識よりも先行して教えられることが多い。しかし、高

校 1 年次から物理を教えても数学の知識が追い付かず理解が難しくなる。 

・一般社会の「科学」に対する位置付けの低さも感じている。例えばネット

ニュースのアクセス数や書店での「科学」コーナーの位置など。 

 

３．理科教育の再検討 

○実験の意味 

・理論とイメージを結合させる。 

○探究心の育成 

・フィールドワークをさせる。 

・科学論文コンテストへの応募。毎年日本からは 6 人派遣している。 

○先端から基礎へ 

・学習意欲を喚起する取り組みが必要。現在の先端科学技術が基礎的な物理

の学問とどのように結びついているのかを教える。 

・学校で学んでいる「物理」はやはり大事なのだということを理解してもら
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う。 

・実際にコピー機の分解をさせるなどの取り組みを行った。 

○科目横断型 

・日本古来の建築様式と科学の関係などを建築職人に説明してもらう。 

○Borderless 

・SSH での外国人講師による講座を展開する。 

○表現活動 

・レポート、パブリックスピーチの機会を設ける。 

○カリキュラム 

・科学史からのアプローチや相対性理論等の導入により生徒の興味を高め

る。 

○学習環境 

・理科好きが快適に過ごせる環境を整える。 

・20 人規模の少人数クラスの実現を目指す。 

・現在の理数科は 1 クラス 40 人程。 

 

４．千葉県立千葉高等学校について 

○学校の特色 

・授業を大事にし、基本的に自習はない。自習にすると生徒からクレームが

くる。 

・入試に特化した授業ではなく、重厚な教養主義に基づいた授業を展開する。

「演習は自分でできるから、授業ではもっと本質的なことを教えてほし

い」と生徒から要望がくることもある。 

○理科教育課程 

・1 年次：「生物Ⅰ」と「理科総合 B」の名目で「地学Ⅰ」を全生徒が履修す

る。 

・2 年次：「物理Ⅰ」と「化学Ⅰ」を全生徒が履修。全生徒が週 6 時間理科

を学ぶ。 

・3 年次：（文系）「物理Ⅱ」、「化学Ⅱ」、「生物Ⅱ」又は「地学Ⅰ」を履修。

「物理Ⅱ」は毎年 10 数名が選択する。 

     （理系）「物理Ⅱ」、「化学Ⅱ」、「生物Ⅱ」、「地学Ⅰ」のうち 2 科目

を履修。 

○文系物理での取り組み 

・Open-Ended な問いかけを心がける。 

・五感を活性化させての表現活動。（聴覚、触覚、味覚・嗅覚体験など） 

・「科学」の内的な敷居を下げるための様々な取り組みを行っている。 
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５．物理選択者を増やすためには 

・回り道でも、社会の中での科学の裾野を広げる。 

・入試体制の多様化。入学後に AO 入試受験者へのサポート体制を大学側が

整えること。入試科目を増やすことで、高校側の入試への“ 適化”を抑制さ

せる。 

（2）. 質疑応答 

Q. 日本における科学技術の質を高めるための取り組みは、高校時と大学時のどちらの

タイミングで行うのが良いと考えるか？大学入学後に投資することよりも、高校で

の 20 人学級は教育政策のコストパフォーマンスとして非常に良い政策ではないだ

ろうか？ 

A. どちらのタイミングが良いかは断言できるものではないが、実際、県立千葉高校

の卒業生は大学での評判が良いという話を聞く。大学と高校の物理は違うが、当

校卒業生はそれにもついていけるという事実はある。また、コストパフォーマン

スの視点で考えると、高校時の 20 人学級での教育の方が良いと思う。 

Q. 昔の県立千葉高校はどのような教育を行っていたのだろうか。 

A. 県立千葉高校の出身であるが、当時も高校では受験指導のようなものは一切なか

った。「受験勉強は家でやれば良い」というスタンスである。当時も東大には毎

年 50 人ほど合格者を出していて、公立高でトップだった。 

Q. 受験指導ではなく自由に学ばせるというスタンスは千葉高レベルだから可能なの

か？ 

A. 経験上そう思う。進学校でも 3 番手の高校では難しい。 

Q. SSH を出た生徒はどのような進路に進んでいるのか？ 

A. 全員がそのような進路を選択している訳ではないが、研究者の道に進んでいる子

もいるし、理系学部のドクターに進んだ子もいる。 

Q. 他の学校での教育はどのようになっているのだろうか？ 

A.他県の県立高校の理数科出身であるが、自分は理科 4科目を全て 3年間で履修した。

数学は普通科と比べて毎週 1 時間多いカリキュラムでやっていた。その代わり体

育と国語が減った。実験の時間はやはり多かった。また、予備校なども少なく受

験指導は高校が担わなくてはならない環境だった。 

Q. 今は団塊の世代が退職し、物理教員のいない高校もあるという話も聞くが、千葉県

ではどうなっているのか。 

A. 小さな規模の学校ではほとんど物理が選択されていないため、物理教員が他の理
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科科目を教えたりしているらしい。また、人数というより年齢構成のバランスが

悪い。30 代の若い世代の教員がとても少なくなっている。 

Q. 県立千葉高校のような教育の仕方はトップ 2 校までなら可能か。 

A. 可能であると思う。全国の各都道府県で実施すればかなり理科教育の状況は変わ

るはずだ。 

Q. 灘高校などでは「迷ったら理系」、「迷ったら物理」というように指導しているらし

いが、千葉高校ではどうか。 

A. 千葉高校でも同じである。 

Q. ノウハウではなく、原理を知る人間を増やさなければならない。普通の子が原理の

理解を飛ばして教えられたせいでノウハウも分からなくなってしまっているとい

う可能性がある。このような学生にどう対応すべきかが難しい。切り捨ててしまう

か、それとも先を急がず立ち止まって教育すべきなのだろうか。またそれが可能な

のか。 

A. そのような教育を、現在千葉高校では文系の 3 年生で行うことができている。そ

うすると生徒たちは意外と鋭いところを突いてくる。しかし、これは少人数であ

るから可能になっている。これが 40 人クラスであれば難しい。 

Q. 物理史や数学史というものを教える必要性もあると思うが。大学でもそのようなこ

とを整理して教えられていない。 

A. 同感である。授業ではそのような視点を取り入れて教えるように意識している。

そうすると生徒の方もきちんと理解してくれる。 

Q. 次の学習指導要領で、例えば地学を捨てなりして、生物・化学・物理について基礎

と発展の全てを履修するということは可能か。 

A. それは時間的にも難しい。 

Q.千葉高校では付属の中学から進学してきた生徒と、一般入試によって入学してきた生

徒との能力の差を感じているか。 

A. 当初非常に心配していたが、結果としては同じであった。あえて違いを見つけよ

うとすると、付属の千葉中学からの生徒たちは、中学でプレゼンテーションの機

会が豊富であったため、人前で話すことには慣れている。しかし、実際に深くま

で考えられているかということとは別である。 

Q. 千葉高校レベルの学校でも、ゆとり教育の影響を感じることはあるか。 

A. 当初は感じることもあったが、 近は慣れた部分もある。 

Q. SSH の取り組みは成功なのか。 
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A. 文科省は成功したと言っている。失敗ではないと思うが、自分はまた SSH をやろ

うとは思わない。当初は各 SSH 校の特色があったが、今はどこもパターンが同

じになってしまっている。指定校を増やして各校の予算を減らしていて、出来る

ことが限られる。また、SSH の指定が終わっても同じように取組むように言わ

れるが、予算もないのに同じことを続けるのは不可能である。 

Q. SSH に指定されると学習指導要領からは自由になるのか。 

A. ある程度、指導要領以外のことも出来るようになる。しかしそこまで自由にはで

きない。 

Q. SSH 指定校の教員と生徒の比率は他と違うのか。 

A. 変らない。文科省にもその比率を変えるという発想はない。しかし、事務処理が

増えるため事務員を雇うことはできる。 

（3）. 意見交換・懇談 

３）． 大学受験と履修科目の関係 

（委員）富山県は高校で受験指導を盛んに行うとされているが、人口に対して東大

合格者が非常に多い。 

（部会長）受験科目の少ない私立を単願する生徒が多くなってきたことで、高校で

教える科目も少なくなってきたという考えもある。 

（委員）以前は国立大学をベースに受験していた。その結果として、私立大学に進

学することになったというケースが多かった。だから、生徒はほとんどの科

目をきちんと勉強していた。しかし、今は私立を専願するということも増え

てきた。 

（委員）当時とは大学進学率が違う。大学受験する人数に対して国公立の大学が少

ないため、私立大学に行かざるを得ないということもある。 

（講師） 近、単位制の学校が増えているがあまり喜ばしくない。生徒はどうして

も簡単そうな科目を選んでしまう。しかし、難しかろうが必要なものは教え

なくてはならないと思う。 

（部会長）進学校においてだけでも「迷ったら理系」、「迷ったら物理」というよう

な考えが広がると、その効果は期待できる。 

 

４）． 理科教員の確保 

（委員）堀先生のような教師がたくさん居れば、日本の物理教育も上手くいくと思

う。しかしそのような指導者が今どれだけいるのか疑問である。そういう指

導者を育成していくことが今必要なのではないだろうか。 

（委員）上質な教師を増やすには、政策としてはそのようなレベルの教師への給与
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を格段に高くすることしかないのではないか。 

（委員）地方大学の理学部では、学生の人気が生物、化学に集中してしまっている

そうだ。数学、物理、地学は人気がないという。そのような状況を考えると、

この先将来の物理教員の供給がますます減っていくのではないだろうか。 

（講師）小学生対象に科学館の講師などもやっているが、高学年になると中学受験

のため参加人数が急激に減るのが残念である。小学校教員の理科授業の指導

を引き受けることもあるが、教員の理科への苦手意識の強さを感じる。教員

のほとんどは文系出身者であるため、基本的な実験も知らない。 

 

５）． 教科書の改善 

（部会長）教科書も大切だと思うが、現在の中学の理科の教科書は不親切である。

見開きで 1 項目が終わるような作りである。小学校ならまだしも、中学の教

科書の内容がこのようなものならば、教科書以外で勉強しないと、生徒が理

科に興味を示すのは難しいと思う。 

 

○他学問における物理の重要性 

（委員）医学部においても受験科目で化学と生物に集中していることが問題になっ

ている。大学側は物理は高校までに勉強してきてもらわないと困ると感じて

いる。そこで、「物質世界のしくみを考える」という題目の講義を設けた。物

理学と医学の境界付近のことを勉強できるようにしたところ、難解な式は理

解できなくても仕組みは理解できた。このように試験目的ではなく実生活に

役立つような、仕組みを考えさせるような教育をどこかで行えば良いと思う。

もしかするとそれは大学の役割なのではと考える。 

（講師）千葉高校でも医学部を受験する生徒の大半は物理・化学で受験する。生徒

からの声で「物理をやっていて良かった」という声が多い。生物も少しは高

校で勉強している。 

 

○理科英才教育 

（講師）SSH に指定されて 20 人の生徒がその取り組みに参加したが、途中で辞め

ていく生徒がいなかったのは、一つ成功である。 

（部会長）外国なら理数科高校のようなものを作ってしまい、そこに入学した生徒

の全員が理数英才教育を受けるようにしている。 

（委員）日本にも横浜サイエンスフロンティア高等学校という科学技術高校がある。

そこでは発表などは全て英語で行う。 
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５. 工業高等専門学校における理数系カリキュラム 

（1）． 一関工業高等専門学校における理数系カリキュラムについて 

１）． 講師 

 一関工業高等専門学校 一般教科・自然科学系 教授  白井仁人 氏 

   

１）． 講演内容 

１．高専とは 

○中学を出たばかりの 15 才、すぐに 16 才になる学生に５年間一貫の早期専

門教育を行う教育機関 

・高専卒業後の進路→５年後に就職する、或いは５年後にさらに２年間の

専攻科に進む、５年後に一般の大学の３年に編入学する、のいずれかの

パターンがある。 

・学科制→一関高専は４学科。機械工学科、電気情報工学科、制御情報工

学科、物質化学工学科。 

・目的→創造的かつ実践的な技術者の育成。「実践的な」というのが高専

の特徴で未来を背負う技術者「役に立つ人材」の養成を目指している。 

 

○高校との比較 

・指導要領がない。 

・低学年から専門教育。 

・実験が多い。 

・大学受験が目標ではない。 

・進級合格点は（高校は 40 点だが）高専は 60 点と高い。 

・教員は博士号取得者が多く、一般教育系は博士号と教員免許の両方を持

つ人がかなりいる。 

○大学との比較 

・大学ほど教員任せではない。基礎力を保証している。 

・教育熱心な人が多い。 

・教育目標が技術者育成、企業重視といった点で明確になっている。 

・企業見学が多く、第３学年では合宿研修、第４学年では工場見学、第５

学年ではインターンシップを行う。 

・学年横断で科学講演会を実施、或いは学生との討論型の授業,PBL 授業

など個性的な授業を実施。 

・学生の学習環境は受験勉強に追われない、早い時期からの自主自立精神
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が求められる、自学自習用のスペースが多い、教員や先輩からの TA 制

度によるサポートが得られる、寮生活による上下関係などが特徴。 

２．一関高専における理数科カリキュラム 

・高校の指導要領と比べ数学や物理の単位が多く、４年までに大学初級レ

ベルまで学習する。 

・理数科カリキュラムは基礎科目の学力の強化と定着を目標としている。 

・物理教員による数学カリキュラム理解と物理教員による数学教育参加と

いった数物連携を実践、両方の先生がいろいろな会議など（情報交換会、

授業相互参観など）で接触する仕組みがある。 

２．一関高専における文理融合・体験型の科学教育 

○３つの柱 

・文理融合・科目横断型の連携授業、体験型の科学教育、学年学科横断型

の先端科学セミナー 

○文理融合・体験型授業導入の背景と問題意識 

・今までは練習問題を与え解き方を教える形の授業であったが、こういう

やり方でいいのだろうかという反省から、模範解答のない授業を平成

17 年からスタートした。 

・学生に自らの答えに至る過程を模索させ、意見を形成させる授業で学生

に自分の意見を答えさせている。この授業では教員は模範解答を示さな

い。 

○ 連携授業 

・「物理」、「数学」、「地理」、「英語」、「倫理」、「国語」、に渡る６科目を連

携させて問題を提起して授業が行われる。 

・討論会を開き、学生が意見を述べる場を設ける。 

・学生に自分の意見を用紙にまとめさせる。 

・自分の頭で考えたか、自分の意見をもてたかを重視する。 

○体験型授業 

・従来のような知識の量を問う「知識習得型の教育」ではなく、「実験・

体験・討論型」の新しい科学教育を目指す。 

・視覚体験や簡易実験などによる自然現象に対する本質的な理解を導く。 

・実験や発表を通して小さな成功体験を繰り返し体験することにより、科

学発表への信頼と期待、自信を育む。 

○サーズデイ・サイエンス・セミナー 

・話題は何でも可とし教員が発表する。学生は第１学年から誰でも参加で

きる。 

・優秀な学生を刺激し、好奇心や創造力を育むとともに積極性を育てる。 
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・外部講演会等への積極的な参加を促す。 

○成果 

・楽しむ科学教室（小柴昌俊氏主催の高校生向け科学教室）への参加人数

が地域内で 多であったこと、講演後の質疑応答で多数の学生が質問し

たこと、質疑応答終了後も講師のところに質問者が列をなしたことに見

られるように科学技術への関心、自ら行動する積極性、自分で考えた意

見形成能力や討論能力が学生の中に育まれてきている。 

・そのほか、国立高専機構到達度試験の得点が上昇し始めたこと、全国平

均を上回ってきたことが挙げられる。 

３．高専のモデルカリキュラム 

・現在作成中。 

・このカリキュラムによって 低限の教育の質を保証する。 

・このカリキュラムによって高専での教育の内容を外部に知ってもらう。 

４．個人的見解 

○ 近の学生 

・「ゆとり教育」で確かに入学時点の学力は下がったかもしれないが、習

っていないだけで能力が下がったわけではない。 

・「理科離れ」といわれているが、科学技術への夢や期待を育てれば理科

を好きになるのではないか。 

・理科離れという前にそもそも教育者や社会に科学技術への夢があるのか

という問題がある。 

・科学技術の側から「こういう風にすればこういう問題を解決することが

できる」というようなポジティブな夢や期待を打ち出すことが大切では

ないか。 

○実践的で創造的な理数系人材育成のために目指したい理数科教育 

・基礎力重視。 

・学生がトライ＆エラー（特に失敗）できる教育の重要性。 

・自主性・積極性の育成。 

・ポジティブな動機を育てる～現実を理解させた上での明るい未来を想い

描かせる。科学技術への夢や期待を育成する。 

・学生の中に高い目的意識（社会的意義）を育てる。自己存在の肯定。 

（2）． 質疑応答 

 Q.  「子供は習っていないだけ」というのは子供全般かそれとも高専の場合の

話か。 

  A.  能力が下がっていないことは確かである。一関高専に来る子どもたちは
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吸収力はある。 

 Q.  高専に来る子はいわゆる「工学オタク」ということか。 

  A.  高専に来る子は必ずしも全てが理系というわけではない。中学の理数科

目と高専の理数科目はかなり異なる。「自分は文系だった」という学生もで

てくる。基礎をやっておけば文系もできる。本校の英語の先生は 2 人とも高

専の出身者だ。 

 Q.  学科の変更は可能か。 

      A.  特別な理由がある場合に限ることにしている。これには倍率の低い学科

から変更するというケースを排除する狙いがある。 

 Q.  進学率はどうか。 

      A.  本校の場合、2/3 は就職する。高専は企業を向いた学校である。 

 Q.  以前「筑駒」などを廃止せよという議論があったが、高専はどうか。 

  A.  事業仕分けの俎上に上った。結果的には仕分けされなかったがリストに

は  載った。 

 Q.  高専出身者に対する企業内での位置づけは難しい。この背景には高専出身

者の絶対的な数の少なさがある。母集団が少ないから企業教育はどうしても

院卒中心になってしまっている。 

  A.  高専の卒業生からも高専はマイナーだということは聞いている。数は圧

倒的に少ないものの不平不満を言う卒業生の話は個人的には全く聞いたこ

とがない。高専に来る子は経済的に恵まれないという印象がある。大学と比

べても学費は大分安い。学生は親を助けたい」、「早く就職したい」というこ

とを言っている。 

 Q.  高専では技術的なことを扱うのはいつ頃からか。 

A.  第２学年から旋盤を扱うようになっている。 

 Q.  高専のモデルコアカリキュラムは企業との連携も考えているのか。 

A.  モデルコアカリキュラム作成は企業や大学などの外部の意見を聞きなが

らやっている。現在は案を作成した段階であり、今後も企業など外部の意見

を聞きながら作成していく予定だ。PBL などの授業は民間企業と一緒にや

っている。企業の人が実際の問題を出してくれる。 

 Q.  実践ということの意味は。 

A.   座学ではなく実験など実際に自分で行い、実際に役に立つ内容という意

味。授業の一貫として学生が実際に企業に出向いてそこで授業を行うことも

ある。 

 Q.  研究室はあるのか。 

A.  ５年になると卒研を研究室で実験をしてまとめるということをやる。 

 Q.  就職率はどうか。 
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A.  大学より高い。企業の人に高く評価されていて、就職率はほぼ 100%であ

る。 

 Q. 学生は地元志向が強いか。 

A.  大企業志向の学生も結構いる。高専では自主自立を求められている。高専

卒は大卒、高卒に比べ、起業する比率が比較的高い。自分でやろうという気

持ちを強く持っている。 

 Q.  高専のカリキュラムは優れている。これを普通高校に適用できないか。 

A. 普通高校は受験が大前提。問題を解く訓練が主体で予備校に近い。そこから

抜け出すのは難しい。高校の先生が考えているのは受験だ。 

 

（3）．意見交換・懇談 

○実践的な技術教育 

（委員）今の日本で実技教育をきちんと受けることができる教育機関は高専

しかない。昔は中学でも技術家庭科の授業がきちんと確保されていたが、

今は手を動かす授業が少なくなっている。 

（委員）この前のタイの洪水ではタイの人を日本に連れてきた。国内の技術

者不足を表す象徴的な出来事であった。高専は数が少ないので企業に入

ってからもその存在が薄い。 

（委員）高専の出身者は少数派のために自ら「高専出身」ということを言い

にくい。高専はもっとアピールしていく必要がある。 

（講師）高専は研究者になるエリートを育てようとしているわけではなく、

企業に優秀な技術者を送り出そうとしている。 

 

○高専のいいところ～普通高校と比較して 

（委員）普通の高校と違うのは企業に役に立つとか社会貢献ということを明

確にしていること 

（委員）大学の工学部にはむしろ高専のような教育をやって欲しい。 

（部会長）どうしたら高専のような教育を広めることができるのか。 

（委員）高専は学校の存在目的が明確になっている。一方、普通高校はどこ

にでも行けるので却ってそこが明確になっていない。 

（部会長）高専のような専門性はもっと誇らしく思うべきではないか。 

（部会長）高校の内容より高専のほうが進んでいる。 

（講師）普通高校のように受験を第１に考えると試験の１点、２点がモノを

いう。 

（委員）普通高校は生徒がどの方向に行くか分からないという前提で作られ
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ている。高専のカリキュラムが優れているのは、高専の目的が明確だか

らだ。普通高校でやるならエリートコースを分けるようなことをしない

と難しい。 

○高専の数の妥当性判断 

（委員）今の高専は 50 数校あると言うがそれが少なすぎるのか多すぎるの

かどう考えたらいいのか。もし少ないというなら企業のほうで独自に高

専を立ち上げてもいいのでは。 

○高専の進むべき方向 

（委員）高専が進むべき方向には３つある。群馬高専のような大学への進学

率を高める方向、カリキュラムを英語にするグローバル化対応の方向、

生産技術者を育成する方向。 

（講師）高専が独法化したときに各高専で先生方が集まって高専の進む方向

について議論したと思う。そのときに多くの高専が企業に技術者を派遣

していくという道を選んだ。 
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第３章 シンポジウム 

１. シンポジウムの概要 

（1）. シンポジウム開催の趣旨 

１）． 背景 

わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーシ

ョンによる新事業が持続的に創出される基盤が必要であり、そうした基盤を担う

研究開発人材など理数系の技術者・研究者の育成が不可欠である。 

しかし現実の人材をみると育成面、能力面いずれにおいても多くの課題を抱

えているといわれている。これが理数系能力の低下によって引き起こされている

ことは､様々なデータから明らかである。 

 

２）． 目的 

わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーシ

ョンによる新事業が持続的に創出される基盤が必要であり、そうした基盤を担う

研究開発人材など理数系の技術者・研究者の育成が不可欠である。 

しかし現実の人材をみると育成面、能力面いずれにおいても多くの課題を抱

えているといわれている。これが理数系能力の低下によって引き起こされている

ことは､様々なデータから明らかである。 

 

３）． 狙い 

高校理科のカリキュラムについて「物理必修」には必ずしもこだわらず、「物

理・化学・生物」3 科目を履修すべきという点に力点を置く形で発信する。 

具体的には 

①小学校 1,2 年次に理科を教える 

②県立千葉高をモデルに理科 3 科目履修を推進 

③海外事例から理科の履修状況に関する資料を提示 

 

（2）. シンポジウム開催概要 

日 時：平成２４年１月２７日（金） １３時～１７時 

場 所：機械振興会館 Ｂ２ホール（東京都港区芝公園 3-5-8） 

主 催：一般社団法人日本機械工業連合会 
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共 催：モノづくり日本会議／日刊工業新聞社、日本機械学会、国際教育学会 

（3）. シンポジウム次第 

４）． 主催者挨拶 

  安本 皓信  一般社団法人 日本機械工業連合会 副会長・専務理事 

 

５）． 来賓挨拶 

  尾﨑 春樹 文部科学省 大臣官房審議官（初等中等教育局担当） 

  池森 啓雄 経済産業省 製造産業局 参事官  

 

６）． 基 調 講 演    

  西村 和雄  京都大学経済研究所 特任教授 

 

７）． 第一部：国内の部  

 モデレーター 大森不二雄 首都大学東京 大学教育センター教授 

 パネリスト 久保 司郎 大阪大学 学際融合教育研究センター長 

     大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 

   渡邉恵理子 電気通信大学 

     先端領域教育研究センター特任助教 

   森下  信 横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 

     環境情報研究院長･学府長 

   戸瀬 信之 慶應義塾大学 経済学部 教授  

   野崎 晃平 (株)豊田自動織機 常務執行役員 

 

８）． 第二部：海外の部  

 モデレーター 八木  匡 同志社大学経済学部 教授 

 パネリスト 金 東 煜 韓国・大邱教育大学教授 

   ホルガー・ヴィッティヒ 

     ドイツ機械工業連盟（VDMA） 

     日本事務所代表 

   加藤 五郎 カリフォルニア・ポリテクニック州立大学教授 

   デイビス ピーター クリストファ  

     (株)テレコグニックス 代表取締役 

   榊  裕之 豊田工業大学学長 

９）． 総  括       

  西村 和雄  京都大学経済研究所 特任教授 
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２. シンポジウムの要旨 

（1）. 来賓挨拶 

１）． 尾﨑春樹氏（文部科学省 大臣官房審議官）  

理数科離れが言われて久しい。そこで関連データのおさらいをしてみた。理

科系大学への進学率をみると横ばいで特に工学系の落ち込みが顕著。大学入試セ

ンターの理科の受験状況をみると物理・化学・生物のうち物理系と化学系に低落

傾向がみられる。小中学校、高校の学力について TIMSS や PISA といった国際

学力比較調査の結果をみると、理科や数学が好きな子どもたちの割合が減ってい

る。こうした科目が将来役に立つと考える児童・生徒も少ない。別の調査におい

ても学年が進むにつれ、理数科が好きという回答が減ってくる。 

科学技術創造立国を標榜する我が国としては、将来を担う高度化人材を育成

するという観点からみてもこのような状況に対して手を拱いているわけにはい

かない。理数系離れについては次のような学力増強策などを講じている。 

まず、学習指導要領が改訂され、小学校は今年度から全面的に、中学校はこ

の４月から、高等学校は来年４月から切り替わる。ただし一部は先行実施されて

いる。新しい学習指導要領では、数学と理科の授業時数を増加するとともに実

験・観察を重視するなど大きく変わる。 

こうした変化を支える条件としてヒト・モノ・カネ・ソフトが必要だ。この

一環として小学校専科の教員を増やす。現在は１人の先生が全教科を教えている

が、文系出身の教員が理科を教えている。専科教員 400 人増という予算を盛り込

んでいる。中でもこの４月から新学習指導要領に切り替わる中学校の教員を増や

す。 

理科の実験設備は、予算がこのところ絞られている中で、２桁の補助金が取

れた。もともと小中高の実験設備費は地公体の一般財源で多く手当していた。地

方交付税交付金 800 億円で 10 カ年の予算を確保した。交付税は使途自由で一般

財源になる。従来は地方に働きかけても総務省の管轄下にあることから文科省の

思うように使えなかった。今回は 800 億円を教材費ということにした。 

ソフト面では SSH の予算を 178 校分確保した。200 校に増やしていきたい。

全国の高校生が学校対抗で科学の知識・技能を競う科学の甲子園全国大会を予定

している。 
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一方で、親が子供につかせたい職業をみると野球選手か公務員かサラリーマ

ンという結果になっている。理科系の学生がなかなか先生になろうとせず、募集

しても枠が満たないという状況もある。関係各位の協力をお願いしたい。 

 

２）． 池森啓雄氏（経済産業省 製造産業局 参事官） 

以前、人材、特に、若者の就職問題に取り組んだ経験があるが、その際、工

場労働者のなかにはまっすぐに立っていられない人や急に落ちるなど、それまで

には無かったような事故が増えた、という指摘があった。インターンシップや子

供に親の働いているところを見せる、などの取組を強化した覚えがある。 

モノづくりは厳しい状況にある。6 重苦という状況のなか、我が国のモノづく

り産業がどうなっていくのか。空洞化の問題の一つの背景にはやはりヒトの問題、

働く人の能力や働き方という問題がある。この問題を掘り下げていくと、若い頃

からの教育というところにも当たっていくのだろう。 

特に、大きな分岐点にあるモノづくり産業にとって、理数系教育は欠くべか

らざる非常に重要な要素である。シンポジウムの成果を期待したい。 

（2）. 基調講演 

西村和雄氏（京都大学 経済研究所 特任教授） 

理科離れという言葉は前からあった。1990 年代には実験をしていないという

意味で使われていた。そこでは理科を勉強していないとか数学を勉強していない

という事は言われていなかった。 

“分数ができない大学生”は大学生の現状を知ってもらおうとして企画したも

のである。5/7-4/5、1/6÷7/5、8/9-1/5-2/3、3×｛5+(4-1)×2｝-5×(6-4÷2)、2

÷0.25 こういう小学校レベルの分数を計算させてみた。外国の学生がほとんど

正解しているのに比べ、我が国の文系トップ校でもその学力が無惨だった。文系

の大学生だけでなく、理系の学生でも期待する成績はとれなかった。やらなけれ

ば忘れるのは当たり前である。あるアンケート調査で、数学と理科は「入試や就

職試験に関係なくても大切だ」という回答は１／４を切る結果となった。しかし

入試や就職試験に関係が無くても大切なことだ。 

大学入試の数学での受験者と社会科での受験者とどっちの所得が高いかにつ

いての調査は「トリビアの泉」という番組で採りあげられた。数学受験者が平均

748 万円、未受験者平均 641 万円。これは数学の論理的思考能力、データ解析能

力の差が考えられる。共通一次前はこうした大きな所得差は見られない現象であ

った。1962 年～1982 年 1163 万円と 1099 万円、共通一次後は 726 万円と 549
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万円。転職したときに数学受験組のほうが高くなる。 

数学離れが理科離れを生んでいる。理科離れでも特に物理離れが問題だが、ま

だ世間では認識されていない。千葉県の理科の教科書の販売部数から科目別履修

動向をみると、物理 23.0%、化学 52.2%、生物 46.5%、地学 8.3%である。（千葉

県教育委員会資料より） 

国際競争力の順位をみると 1989～1993 年は１位であったものが 2002 年には

30 位まで低下した。シンガポール、香港、台湾、マレーシア、中国、韓国は日

本の上位にある。 

NSF によると 1999 年の米国の大学院で工学系 PhD 取得数を比較すると、中

国 2187 人、韓国 738 人、日本 156 人となっている。 

産業界に目を転じると、パナソニックショックがある。これは 2011 年の新卒

1390 人のうち、グローバル採用枠は 1100 人、残る 290 人も日本人だけとは限ら

ないという。 

台湾の小学校には英才クラスがあり、中学校には数理優秀クラスがある。物理

と化学を合わせた理化という教科で国際オリンピックを目指すような教育が行

われている。科学高校では上位３％を優秀クラスとして教育が行われている。 

韓国では ICT 教育が盛ん。1983 年に科学高等学校が設立され、2002 年には英

才教育振興法が制定され英才高校ができたが、後者では自由なカリキュラム編成

が可能になっている。 

ＯＣＤＥの調査結果で日本の学力を 2000 年から３年ごとに国際比較すると、

科学的リテラシー（２位，２位，６位，５位）をはじめ、数学リテラシー（１位，

６位，10 位，９位）、読解力（８位，14 位，15 位，８位）とやや低下傾向がみ

られる。 

2010 年 8 月に発表した文系理系別所得調査によれば、平均してみれば文系が

583 万円に対し、理系は 681 万円であった。このことは理系人材が今までも求め

られてきたとういことを表していると言ってよいであろう。 

 

（3）. 第１部シンポジウム 

３）． モデレーター 大森不二雄氏 

首都大学東京 大学教育センター教授 

本シンポジウムの趣旨はタイトル通り。理系に比べ文系は正直言って見劣りす

る。理系において強みを持っていた。そのモノづくり、それを担う理工系人材は

順風満帆というわけにはいかない。現状に改革すべき問題、改善すべき点がある。

そういう問題意識を産業界と教育界がどう共有していけるかにある。 

パネリストへの期待としては久保先生には阪大の工学系教育において産業界
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との連携を先進的に取り組んでいる点を、渡邊先生には理工系には女性が少ない。

試験をやると女性のほうが強い。なぜ理工系に女性が少ないのか、有効に活用さ

れないのか、ご自身の体験を交えたモチベーションなどについて、森下先生には

産業界と大学、高校、中学、小学校での理科教育の接続の問題に関して、おもに

高大理科教育連携について、戸瀬先生には数学者の立場から理科教育、特に物理

離れの課題について、野崎氏には産業界を代表して技術者教育と社員の学力につ

いてお願いしたい。 

 

４）． 久保 司郎 氏 

大阪大学 学際融合教育研究センター長 大学院工学研究科 機械工学専攻 教

授 

理数系学力の低下の背景のひとつには大学全入がある。また推薦入試,AO 入

試の広がり、ゆとり教育の影響が考えられる。こういった入試選考方法だと勉強

しなくても入れてしまう。 

阪大の対応方法としては以下の通り。初年次教育では、教育学習支援センタ

ー、学習支援室、数理考房、数理リテラシー特別講座など、学力を補うための取

組を行っている。入学前教育では、e-ラーニング、動機付け教育、高大連携。学

生同士の教え合いによる総語学力向上システム。論理的記述力向上がある。 

阪大工学部機械工学科目・基礎コア科目群（準必修）には、制御、機械力学、

熱力学、流体流れ学、材料力学、の５つについて週２回の講義と演習、実験の組

み合わせで３力学＋２つを実施。2005~06 年度 魅力ある大学院教育イニシアテ

ィブ「総合デザイン教育プログラム」、2007~09 年度大学院教育改革支援プログ

ラム「複合システムデザインのための X 型人材育成プログラム」こうしたカリキ

ュラムが採用されて５年ほど経過した。 

学生は「モノを知らない」「工具を持ったことがない」「ゼンマイ、バネを知

らない」。入試の影響が大だ。 

阪大の学際融合教育について。阪大の教育改革～2005~06 年度「魅力ある大

学院教育イニシアティブ」において 2005 年度 10 件（うち工学研究科 3 件）,2006

年度 3 件（うち工学研究科 2 件）。研究重視というスタンスから教育も重視とい

うスタンスにシフトした。 

いま大学院教育に求められるものは、関連領域を含めた幅広い知識と基礎学

力と専門知識の複眼的視野の涵養を狙いとして、大学院に於ける副専攻とダブル

ディグリー制度を設け、申請者を受け付けている。また、大学間の連携・連合の

推進も実施している。 

学際的・副専攻的な教育の必要性や研究科横断・大学連携教育への取組が求

められている。 

- 83 - 

 
  



---84--- 
 

 

５）． 渡邉 恵理子 氏    

電気通信大学先端領域教育研究センター 特任助教 

「理数女子と作る明るい未来」 

国際的な女性研究者の割合の低さが課題となっている。JST の作ったロール

モデルがある。国際比較をすると日本の女性研究者の割合は極端に低い。リトア

ニア 49.3%、米国 34.3%、---、日本は韓国 14.6%に抜かれて日本は 13.6%に留ま

るというゆゆしき事態になっている。女子大を出て女性に囲まれて育ってきた。

筑波の NIMS を経て現在は電通大で男子学生と一緒に研究室を運営している。 

少々古いが 2002 年に出た IUPAP 報告によれば、５つに課題が整理されてい

る。①理系分野への女子学生の勧誘が必要、初等教育段階からの理科離れ、向い

ていないという思いこみ。②研究者と技術者として成功するという人生目標のレ

ベルがまちまち。成功の選択肢の狭さ。③女性の社会進出、④家庭と仕事の両立

などだ。このうち、①と②に対してどう解決、協力できるかについて述べる。 

幼少期からサイエンスの楽しさを体験することが大事。地域連携活動が活発

で小学生相手のサイエンスカフェなどどれも皆盛況だ。電通大では発明クラブと

いう試みを実施中で募集すると 400 名位が集まる。それを 30~40 名に絞ってい

る。幼少期からサイエンスの楽しさをという活動をしている。 

理系女子を話をして欲しいという講演依頼が中学高校から来る。実際には理

系女子は増えてきているが、医療系や薬学系に進むのはいるので、モノづくりや

サイエンスにも世界が広がっていることを話して欲しいということが多い。しか

し、女子が理系に進んだ場合、どのような未来が開けるのかわかりにくいという

ことをいわれる。このような声に答えるために 2009 年 8 月に出版された JST の

ロールモデル集「理系女子のきらめく未来」がある。これは男女共同参画室が編

纂している。こういう資料を女子学生に見せると少し不安に思っていた学生が工

学部へ進もうとか物理をやろうというのが出てくる。 

電通大の女子比率は 8%。カリキュラムを補完するものとして「楽力工房」が

ある。ロボット工房、電子工学工房、ヒューマンメディア工房などがある。大学

での没頭できる環境を整備している。楽力とは出口を見据えた研究開発、回路か

らデバイスまで自ら手を動かすことでモノづくりの喜びを実体験してもらう。モ

ノづくりには時間がかかる。理系は大変、リポートがすごいとかいわれるが好き

でやっていると没頭してしまう。 

PSS(photonic system solution)という大学発ベンチャーを立ち上げてい

る。気がついたら当社の関係者は全員理系女子であった。全員物理をしっかり勉

強した人たちだ。 
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６）． 森下  信 氏 

横浜国立大学 大学院環境情報研究院 教授 環境情報研究院長･学府長 

機械工学の人材の底上げに取り組んでいる。大学の先生が評価されるのは論

文のみ。高大連携といっても協力してくれる先生はほんの一部しかいない。工学

と理系教育は少し違う面がある。 

工学部の課題は工学部への進学希望者が激減していることだ。工学部の１人

負け状態。理学部については減っていない。工学部の情報が高校生に伝わってい

ない。高校も予備校も工学に対する理解が乏しい。入学後の学力不足も課題。講

義についていけない。教わることに慣れすぎ、質問もできない。ノートも取れな

い。絶対的な知識不足。学ぶことに対する積極的姿勢が欠如している。 

工学部に限定しないでいまの学生の課題を挙げると、今の学生は何に対して

も興味を持てない。学生自身が何をしていいか分からない。コミュニケーション

がとれない。友人が困っていてもほったらかし。基本的な社会習慣を全く修得し

ていない。挨拶ができない。掃除もゴミの分別もできない。原因はともかくこれ

では社会人として成り立たない。 

高大連携とは高校と大学との連携という意味。METI の「早期工学人材育成

事業」に応募し、神奈川県で実践した。この事業の特徴は、教育委員会＋高等学

校の協力、若手・女性技術者を中心とした授業、学協会との共同提案で熟練技術

者に参加を求めたことである。大学・学協会・企業・教育委員会＋高等学校の強

い連携・綿密な打合せを実施した。 

こういう試みを高校に話をすると「何のためにあなた達は来るのですか」と

いわれることが何度もあった。概して進学校のほうが受け入れてもらえない傾向

がある。企業から若手、女性が参加した。企業による実習、見学なども実施した。 

プログラムの具体的内容とその狙いは、講義・講演・実習・見学を通じて工

学の魅力を伝えることであり、産業技術の社会的価値・重要性、キャリアパスの

重要性、さらには高校生の豊かな職業観の醸成にある。本事業と併行して技術者

の社会的地位向上運動と技術者の資格獲得運動＋社会的認知活動を実施した。 

本取組の狙いは産業技術の社会的価値、重要性、高校生の豊かな職業観醸成

に資することであったが、年配の技術者がしゃべっても高校生は聞いてくれない

ものの若手だと話を聞いてくれる。算数や数学が社会でどういうところで役に立

っているのかというピラミッド構造を PPT で示したりして高校生には好評であ

った。 

小峰無線工業では若手技術者と同じ昼食を一緒に取る。技術を目の前で見せ

る。高校教諭も一緒に参加する。こうした活動の結果分かったことは、大学の敷

居が高すぎること、出前講義や模擬講義だけでは不十分、高校生ではまだ時期が

遅く「鉄は熱いうちにたたけ」は真実。技術者の熱意、受入側高校の先生の熱意
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が欠かせない。産学連携で取り組むにはコーディネーターとしての大学の役割が

重要である。 

人材育成は時間がかかる。地道な取組が重要、10 年後 100 年後に実を結ぶ。

社会全体で取り組む必要がある。 

 

７）． 戸瀬 信之 氏  

慶應義塾大学 経済学部 教授 

数学者から見た理科教育について話したい。数学と物理について大学時代の

経験による話をする。昔は数物の境目は無かった。例えば１年の前期で力学、熱

力学を、後期で電磁気学、量子化学を、また、２年の前期では統計力学といった

科目である。数学は解析学と線形代数で、内容については大学の物理と化学で使

っている数学とギャップがあるものであった。実は、線形代数は工学部へ行くと

様々なモデル構築やシミュレーションで必須。物理とか化学とか出使っている数

学は数学者からみるとかなり高度で１年ほど先を行っている。 

今の理Ⅰの講義は昔に比べてすごく簡単なモノになっている。大学一年生の

物理は特に理工学で生きていくために実際に使う数学を学ぶ場であった。数学を

学ぶときに物理の時の直感的な説明がイメージを豊かにするのに役立った。その

反面、物理を深く学ぶことはできなかった。国際的にみると理工系の大学におけ

る数学・物理の時間数が少ないという現実もある。今の 1.5 倍程度にしないと教

えきれない。 

中学・高校では、中学の数学の時間数減少の結果（各学年３時間）、数量的な

扱いが減った。貧弱な中学の数学では高校の物理を支えきれない。 

ゆとり教育の結果、その場その場で楽しければよく、積み上げていくプロセ

スがない。詰め込み教育を却って助長している。問題集を解くとき、その答えを

みて勉強する。解法をとことん覚えていく。考える力を養うためのゆとり教育が

逆になって考えなくなっている。 

大学で数学を教えていたとき、物理を学んでいない学生の多さに驚いた。数

学化でもこのような状況だ。経済学部で数学を教えていて、数学が経済学に役に

立つことを現物で教えないとモティべーションが沸かない学生が多い。科目間は

別個のモノという教育が高校で行われている。ゆとり教育の関係で、科目間の内

容を切る傾向が強まった。 

 

８）． 野崎 晃平 氏 

株式会社 豊田自動織機 常務執行役員  

将来のハイブリッド化や電気自動車に備えて、エレクトロニクスに必要な学

生を採用していきたい。当社が手がけるフォークリフトは EV が多い。 
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開発陣は海外の技術者のほうが日本の若手より速いなという危機感がある。 

ラーニングセンターという教育施設がある。そもそも「しっかりやらないか

ん」という認識が芽生えたのは 7-8 年前、社長が文系ながら車の分解・組立をし

てその評価ができる人であったが、その社長が新入社員と話をしていて「どうも

近の新入社員は話が合わない」という。そこで実際にやらせてみるとつまらな

いことで通常１週間のところ２週間もかかってしまう。その多くが初歩的ミスで

スピードも遅い。モノを知らなすぎるということが判明した。 

社内の現状把握をしてみて分かったことは「ほとんどがモノづくりを知らな

い」「現物をみたことがない」「コンピュータしか知らない」ということが分かっ

た。さらに「体積、面積をしらない」「sin30°を知らない」「乾電池の電圧も知

らない」という状況であった。バブルの時に大量採用した世代が 2007 年には

38~39 歳と課長層になって部下をどんどん引っ張っていくべき人たちになって

いた。 

まず算数のテストをやらせてみた。分数の計算、小学校の平均等を求める文

章題、証明問題である。その結果を年次別平均点でみると 82 点（1980 年）、53

点（2007 年）、49 点（2008 年）、45 点（2009 年）、51 点（2010 年）、57 点（2011

年）これは理系の院卒と学卒の結果である。2010 年から成績の悪い人は落とす

ことにしたから成績は上がっているように見えるだけで全体レベルは下がって

いる。 

昔と比べると半分しかできない。体積を求める計算を、電卓を使わせず筆算

でやらせると３桁の計算ができない。文章題ができない。日本語の理解力が弱い。

証明能力がほとんど無い。 

中学の理科の教科書の内容が昭和 35 年版と比べると平成 14 年では大幅に削

除されている。 近になるほど学んでいない。化学反応式は、昔は 53 個教えて

いたのが今は６個に減っている。常識問題をやらせると若手ほど正答率が低下す

る。家庭の電圧は 100 ボルト、乾電池は 1.5 ボルト、自動車のバッテリーはとい

ったことを知らない。 

物理のできる学生は社内教育をやると伸びる。大学／高校の教育をやり直さ

ないとダメだ。これらが国際競争力を落としている。日本では教育研修で宿題を

出すと残業手当を払う必要がある。中国人は土日も教えてくださいという。これ

では競争にならない。 

（4）. 第Ⅰ部パネルディスカッション 

大森；野崎さんから学力に関する現状についての厳しい問題提起があった。大学でも

シニアの立場として大学での認識や強化策について。 

久保；コア科目を５つ重点的に実施している。実体的にモノとの連結ができない。教
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えて実験させてそれを理論的にやるというスパイラル的な教育をやっている。 

大森；渡邊先生からは出口を見据えて教えるという話や、戸瀬先生からは数学が役に

立つということを見せるという話があった。今の若い人に積み上げ式の学問であ

る物理を学ばせるためにはそれを見せていく必要がある。 

森下；子供の将来に対する時間的スパンの見方が短くなっている。阪大の例は教育シ

ステムとしてすばらしい。時間スパンを長くする方法がわからない。学生は就職

は気に掛けているが、就職して何をしたいのかが分かっていない。 

大森；世の中は精神論では動かない。具体的には評価やテストだ。野崎さんはそれで

足切りしている。試験、評価はインパクトがある。もう一つカリキュラムとして

義務づけられていることが大きい。 

戸瀬；これを勉強したらこうなる、ということを昔は考えたことがなかった。今は非

常に感じることは、多様な社会になったということで若い人に逃げ道を与えすぎ

ている。必修科目を減らしすぎている。少数科目入試が横行している。やるべき

ことをやらせる制度が必要だ。 

大森；お名前から理科のために生まれたという渡邊先生からコメントを。 

渡邊；今の学生は何にもしなくても生きていけるという思いを持っていて、課題を全

て終わらせていない状態でレポートを出してくる。宿題を出しても残業になると

いう社会全体の雰囲気がある。本当に大事なことやいまの豊かさがどうしてでき

てきたかについて教えていかなければいけない。今の若い人はケータイや PC は

全くのブラックボックスで何もかもブラックボックス。そこを教えていかなけれ

ばいけない。 

大森；物理が一番パフォーマンスと関係が深いとのことだが、どこが何が重要なのか。

補足説明をお願いしたい。 

野崎；順番に数字を使って論理的に考えさせる力が物理にはある。論理的に考えると

いう素養である。 

大森；皆さんが勤務する大学で「高校でもうちょっと物理をやってきてもらわないと」

というような恨み言があればコメントをお願いしたい。 

森下；今の高校の物理は全て暗記科目になっている。論理的思考力をどう教育してい

くのかという基本に立ち返る必要がある。 

大森；物理の魅力とは何か。一般の人にその面白さを伝えたいが物理について。 
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渡邊；お母さんへの科学教育が必要だという応用物理学会の話がある。家庭教育から

やっていくことが必要だ。お母さんは子育てで子供の理科教育に携わることがで

きる。 

大森；野崎さんから大学教育についてコメントお願いしたい。 

野崎；成績の悪い学生は卒業させないで欲しい。今の院卒には引率がいる。それなら

ば学卒をとって企業で教育したほうがよい。昔の高等学校の教育をやっていれば

高卒で十分だ。学歴ロンダリングが多い。学部よりいい大学院を卒業する。そこ

へ入っても授業についていけない。理解できない。肩書きだけ立派。TOEIC の

ような学力を担保してくれるものがあれば学歴は要らない。 

大森；大学教育の卒業生の質の保証という問題だ。大学を研究対象としている人たち

が教育の質の保証についてやっている。物理を含めた理科や数学がいかに体系的

に教えられるかがポイントだ。 

（5）. 第２部シンポジウム 

９）． モデレーター 八木 匡氏 

同志社大学経済学部 教授 

野崎さんからショッキングな話を聞いた。西村先生から国際競争力順位の話

があって日本は順位が低下している。アジアの中での順位を聞いたときは「その

ようなことはないはず」と思ったものの、野崎さんの話を聞いてその順位が説得

力を持ってきて心に響いてしまった。日本の社会が成熟化していく中でシステマ

ティックに起きたのか、政策的な誤りによってそうなってしまったのか、他の国

はどういう仕組みで人材を育てているのか。第２部は国際比較をしてこういった

問題に対処していきたい。 

競争力指標で日本を逆転した韓国、高いレベルにあるドイツ、豪州出身で日

本で起業したクリストファー氏、アメリカは国際競争力を維持できているその裏

側に何があるのか、日本の科学技術的な総合的な評価を榊さんにお願いしたい。 

 

１０）． 金 東  煜 氏 

大邱教育大学 科学教育科 教授 

2009 年の改訂教育課程について報告したい。改訂の理由は、まず現在の学校

教育の問題点、父兄／学生などの声、将来のニーズの３つ。 

問題点としては運営の硬直性、過度の学習負担、供給者中心の運営、形式的

な非教科活動の運営が挙げられる。過去の変遷をみると,1997~2007 年は自律と

創意をもとにした学生中心の教育課程であった。英語教育が小学校で導入された
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ことで、理科教育の時間が多少減った。2007 年改訂の教育課程では月 2 回の週

5 日授業の実施していた。2009 改訂では基礎・基本教育の強化や創意的体験活

動の導入などが特徴である。また、学期あたり履修科目数が縮小され、グループ

活動や奉仕活動、進路活動などが体験活動として導入された。 

韓国の 2009 年の改訂教育課程の小学校における総授業時間数をみると、平

成 20 年告示の日本の学習指導要領では 5645 時間であるが韓国では 5828 時間

となる。韓国の小学校における理科は小 3 からであるが 6 年までの授業時間数

は日本の405 時間にたいして408 時間となる。ただし、日本の授業時間数は1 時

間が 45 分であるが韓国は 40 分である。韓国の小学校における理科は小 3 から

であるが 6 年までの授業時間数は日本の 405 時間にたいして 408 時間となる。

理科では自然現象と事物についての興味と好奇心を持ち、理科の基本概念の理解

と科学的思考力や創意的問題解決能力が重視される。日常生活の問題を解決でき

るだけの科学的素養の育成が理科の目標とされる。 

韓国の高一のレベルを学習成就度 2009 と PISA2009 の結果からみると、特に

上位レベルの学生の理解度は高いが科学的素養は十分ではない。 

小学 3~6 年生の理科については学年が挙がるにつれ興味が低くなり、子供中

心授業の傾向が弱くなる。 

2009 教育課程によって、学期あたり履修科目数を減らして探求・実験授業の

ような多様な教授法が可能になるとともに、創意的体験活動の導入によって科学

的素養が高まることが期待されている。2009 年の改訂教育課程について報告し

たい。改訂の理由は、まず現在の学校教育の問題点、父兄／学生などの声、将来

のニーズの３つ。 

問題点としては運営の硬直性、過度の学習負担、供給者中心の運営、形式的

な非教科活動の運営が挙げられる。過去の変遷をみると,1997~2007 年は自律と

創意をもとにした学生中心の教育課程であった。英語教育が小学校で導入された

ことで、理科教育の時間が多少減った。2007 年改訂の教育課程では月 2 回の週

5 日授業の実施していた。2009 改訂では基礎・基本教育の強化や創意的体験活

動の導入などが特徴である。また、学期あたり履修科目数が縮小され、グループ

活動や奉仕活動、進路活動などが体験活動として導入された。 

韓国の小学校における総授業時間数をみると、平成 20 年告示の日本の学習指

導要領では 5645 時間であるが韓国では 5828 時間となる。ただし、日本の授業

時間数は 1 時間が 45 分であるが韓国は 40 分である。韓国の小学校における理

科は小 3 からであるが 6 年までの授業時間数は日本の 405 時間にたいして 408

時間となる。理科では自然現象と事物についての興味と好奇心を持ち、理科の基

本概念の理解と科学的思考力や創意的問題解決能力が重視される。日常生活の問

題を解決できるだけの科学的素養の育成が理科の目標とされる。 
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韓国の高一のレベルを学習成就度 2009 と PISA2009 の結果からみると、特に

上位レベルの学生の理解度は高いが科学的素養は十分ではない。 

小学 4~6 年生の理科については学年が挙がるにつれ興味が低くなり、子供中

心授業の傾向が弱くなる。 

2009 教育課程によって、学期あたり履修科目数を減らして探求・実験授業の

ような多様な教授法が可能になるとともに、創意的体験活動の導入によって科学

的素養が高まることが期待されている。 
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１１）． ホルガー・ヴィッティヒ氏 

ドイツ機械工業連盟（VDMA）日本事務所代表 

韓国の話を聞いているとドイツももっと努力が必要だと思う。VDMA は日機

連ほど幅広い産業分野をカバーしているわけではない。産業機械が中心である。

生産機械、工作機械、ロボット、フルードパワーなどだ。ドイツの GDP の 7%

を占める。雇用面では 95 万人ほどあり、大きな雇用分野となっている。ドイツ

の経済にとって重要な役割を果たしている。 

先ほどの企業の話はドイツも似たところがある。成績の悪い生徒は落第させ

るという話だがドイツでは制度的にそういう仕組みになっている。10 歳で勉強

するほうに進むか、しないほうに進むか決まる。大学に入るとしたらどの科目を

選ぶかは重要だ。特に機械産業だから機械工学がメインであるがこのほか電気・

電子の学生も大事だ。全体的にテクニカルな科目を勉強することが大事だ。 

当業界の 16%は大学出のエンジニアで残りの 84%はあまり問題になっていな

い。エンジニアだけでは成り立たないので機械を使える人もいないといけない。

15 歳までは一般の学校に通い、その後は職業訓練生として企業に入る。３年間

企業内訓練を受ける。マイスターの下で訓練する。彼らは週１回は学校教育を受

ける。残りは企業内で職業訓練を受け、18 歳で職業資格試験に受かれば正式に

就職することができる。 

ドイツの機械分野は今伸びているが、将来どうなるか。ベテラン勢 100 に対

して若い層は 77。ドイツも子供の数が減少して高齢化が進んでいる。少子化が

進むと男性だけでは手が足りなくなる。女性の活用が大事でそのための教育も大

事になってくる。 

後進育成のため VDMA の中に能力開発センターという特別な組織を作った。

将来どうなるか、どうなるべきか、教育でどういうことやるべきか、メンバー3000

社と相談しながら検討している。若いときから興味を持たせるためには仕事の説

明や仕事の可能性などをどういう組織でやっていくべきか、大学に進学する高校

生に大学でどういう勉強をするか、どういう大学があるか、どういう情報が入手

できるかなどが検討対象である。若い人に技術的なことに興味を持ってもらい、

機械産業に進むよう奨励していくことが必要である。 

また、大学に行かない人には技能面の仕事に就けるよう展示会やセミナーを

通じて企業の人が説明したり、こういう仕事があってこういう楽しみがあるとか

将来こうなるといった話をしたりして興味を惹きつけるための試みをしている。 

いまのドイツ機械産業はいいがこれからいつまでもこの状態を守れるかは分

からない。いまのうちに若い人を熱心に指導していかなければならない。 
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１２）． デイビス ピーター クリストファ氏 

株式会社テレコグニックス 代表取締役 

理数系人材の育成と活用。物理教育を受けており、起業して物理教育を受け

てきた人を採用しているという立場で登壇した。 

まず自己紹介すると、生まれは豪州のブリスベン。高校では科学と日本語を、

大学では物理を履修した。計算物理と複雑系。 

日本へは高校を卒業して大学入学資格をとってから１年間留学した。大学も

日本へ留学した。豪州では高校を卒業してもすぐに大学に行かなければいけない

ということはない。ポスドクの時に ATR という R&D の日本の会社に入社した。

5 年前に独立企業。現在の会社では ICT 技術の研究開発と研究開発の支援を行っ

ている。特に後者では理数系人材が鍵であり、いろいろな国のいろいろな教育を

受けた人を活用している。 

日本は狭い国土に独自の言葉と文化を維持しながら、高い生活水準を維持し

ている状況だが、理数系人材に頑張ってもらう必要がある。人材の教育・育成・

活用方法に課題があると思っている。 

豪州には多様なキャリアパスとガイダンスがあり、大学教育の条件や企業・

大学での給料体系、身分が分かる仕組みになっている。 

日本へきたら、大学の研究室に技術支援の専門家がいなくて驚いた。豪州で

はその専門家がおり、それに専念している。実験装置などの面倒を見ており、そ

れが大学の競争力になっている。先生が変わっても実験装置が稼働できる。 

オーストラリアは人口が少ないこともあり、教育が事業化され、国際化され

ており教育が産業化されている。海外からの留学生・技術者への教育も担ってお

り、経済基盤、人材の確保や視野の多様化にも貢献している。インドやマレーシ

アのような英連邦の教育制度を取っている国から留学生を招いている。彼らの学

費は居住者より高い。 

科学に関する素養・リテラシーの重視。理数を専門としない人でも科学の考

え方や社会での役割、歴史などを理解している。多様な理数系人材が活躍しやす

い環境作りとして国際性、プロジェクト性、活用方法の柔軟性が挙げられる。第

１の国際性は国際チームの構成、言葉・文化の違いの考慮があり、第２のプロジ

ェクト性には条件や視点の切り替えが要求される。第３の活用方法の柔軟性はテ

レワークの重視で外国人もプロジェクトに入り込める。またタイミングをみて連

携や選択肢の相談ができるヒューマンダイナミックな仕組みになっている。 

我が社で採用した日本人を見ていると日本人同士のコミュニケーションがう

まくいかないことがあり、私が「通訳」にはいることもある。 

理数系人材の育成では、第１にそうしたコミュニケーション能力の重視が必

要だ。日本人学生のコミュニケーション能力は不十分な人が多い。毎日一緒に食
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事をしていても相手の仕事の状況を知らない。敢えて質問させている。第２に、

考える力の重視だ。なぜこの方法・条件なのか、なぜこの精度か、なぜその桁が

必要か、見る人の立場によって必要な桁はどの位かなど、数字の意味自体を分か

っていないことがある。何を計算しているのかによってその桁がどこまでいるか

を考えさせる。第３に、シミュレーションツールの活用だ。実験観察＋数理コン

ピュータモデルなどは理数教育への展開にも期待できる。 

 

１３）． 加藤 五郎 氏 

カリフォルニア・ポリテクニック州立大学教授 

いま、アメリカ（加州）は夜の 11:40。アメリカに 40 年住んでいる。愛知県

は刈谷の生まれ。17,18 歳の頃、この世で一番大事なモノは物理と数学だけだと

思っていた。普通の人間は横着である。難しいモノは避けようとする傾向がある。

横着な人をその気にさせるのは褒美と脅しが有効であることが多い。 

息子は 26 歳。彼が中学の時バスケットボールの大会で 1 番からビリの 6 番ま

で大きなトロフィーがもらえた。アメリカはやや褒めすぎの傾向がある。意味の

ない褒美は悪い結果が出るという記事がごく 近ワシントンポストに出ていた。

成績のインフレーションはアメリカにはよくあること。よく聞く話しで、アメリ

カの公立高校では、ほとんどの生徒が C(=平均)以上である。イメージを必要以上

に大事にするところがアメリカにはある。そんな学生は、オール A(優)学生のイ

メージを保つため、全「A 」を取ろうとすると物理や数学のような難しい科目は

避けるようになる。You are great! を頻繁に使う、それがアメリカの文化だ。 

アメリカの大学には退学（kick out)と落第がある。A4 点、B3 点、C2 点とい

う評価点で、２以下の点が１学期つくと学部長から手紙が来る。２学期連続する

と警告通り退学になる。警告後、猛烈に勉強するようになる学生もいる。 退学

も日本人にも必要ではないか。もっともアメリカでは退学した後、また、大学に

戻られる制度がある。退学した後、例えば短大に移って猛勉してまたもとの大学

に戻ることができるような柔軟性がアメリカにはあるので退学も深刻な問題に

はならない。日本の場合、 悪になったら例えば親が面倒を見てくれるとか、放

っておいてもある程度の仕事と収入があるだろうとか言った甘さがあるかもし

れぬ。このまま日本の現状をほっておくと、いつか日本社会が「切羽詰まる」と

いう状況はグローバル化によりあり得ると思う。 

自兄は化学工学を教えている。そこでどの位博士号を出したかと聞いたとこ

ろ、中国人が７割で精華大が多いとのことだった。よく勉強するし優秀でもある

とのこと。故に論文もよくでる。 

また、昔はあこがれというモノがあった。あこがれを持つにはヒーローが必

要だ。ヒーローたり得る品格とかカリズマを持った人が減った。 
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切羽詰まる、i.e., 火事場の馬鹿力を出すハングリー精神が必要な時が日本に

すでに来ているかもしれぬ。そのために精神を空腹状態にしておく必要がある。 

アメリカでよく聞く話に次のような話がある。ガラスのコップに半分ミルク

がある。それを見て何を考えるか。①半分しかない、②まだ半分ある、の２つが

標準的な考え方だ。しかし、それ以外の答え方として「状況によって違う」とい

うものもある。標準から外れるという考え方だ。 

全ての人が超一流になれるわけではない。多くはハンズオンに携わることに

なる。多くの選択肢が必要だ。昔、米国の空軍に来ないかと誘われた。そのとき

自分は純粋数学で応用数学ではないといって断ったところ、空軍の研究所では知

識を求めているわけではない頭の柔軟さを求めているといわれた。 

どうして理科離れかと言う問も大切。また逆に理工学部になぜ来たと言う質

問も大切かと思い、うちの大学の１年生に聞いてみた。その結果、理工学部のほ

うが将来いい仕事が見つかりやすいからという発想もあったが、純粋に興味があ

るから選んだという答えも約５０％あった。 

 

１４）． 榊  裕之 氏  

豊田工業大学学長 

「学力・研究力・創造力を育む」 

1964~1973 年まで東京大学・大学院の工学部で学び、1973～1998 年まで東

京大学、2007 年から豊田工業大学に奉職。この間、1 年半ほど IBM のリサーチ

センター、また高校時代の 1962~63 年は AFS。元々外交官志望であったがアメ

リカに行ったおかげで工学で貢献したいと思うようになった。IBM には江崎先

生に招かれた。東大は 2007 年に退職した。 

プロになるためには学力は必要だが研究力や創造力も必要だ。研究力や創造

力は学力とはしばしば反対の方向に働くことがある。 

学力とは、整理された知見を効率よく吸収し消化する力のこと。 

研究力とは、日頃の現象・体験の中に不思議さを見つけ、それを解き明かそ

うとする力のこと。 

創造力とは、身の周りの世界に働きかけることにより、新たなものを生み出

そうとする力のこと。 

この３つの取組の大切さについては、自学自習で織機の改良に取組み、約 100

年前に世界一の自動織機を実現させた豊田佐吉翁の言葉「研究と創造に心を致し、

常に時流に先んずべし」をヒントにしたものである。創造力とは一度こういう力

を身に感じるとのめりこむ研究力よりももっと能動的なモノである。 

工学の分野ではヘンリー・フォードと豊田佐吉の二人に学ぶものが大きい。

二人とも高等教育は受けていないが自学自習で大成した。 
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1908 年 T 型フォード 

1867 年 豊田佐吉生まれる 

1910 年 豊田佐吉 43 歳で辞職を求められ、7 か月の欧米視察の旅に 

1922 年 上海に工場建設 1948 年まで稼働 

1935 年 佐吉の息子の豊田喜一郎 自動車試作 

豊田喜一郎はエンジニアになりたいので東大に行きたいと言ったところ、佐

吉は「そんなところへ行くと工学者のスピリットを失う」と懸念したのではない

かと思う。 

現代の技術はそれほど自学自習で全て対応できないものではない。電磁気学

や量子力学など新しい分野が出てきて、それらも理解していないとならない。現

代でもフォードや佐吉のような学習のやり方が有効かというと必ずしも No とは

いえない。電気の問題を機械出身と電気出身にやらせてみたところ、機械出身の

ほうがよくできたという話がある。本当のコアを深く身につけておいたほうがあ

れもこれもやって消化不良になるよりもいい。 

半導体の研究者でノーベル賞を取った人の研究を見てみると、百科辞典的に

よく知っていることよりも創意工夫のところが大事だということが分かる。 

「研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし」（佐吉） 

この言葉のとおり、工学のスピリットは創造にある。本学では学内実習の他

に学外実習を重視している。修士の学外実習では 1／3 は海外に派遣している。

全寮制と海外インターンシップの２つが特徴だ。 

半導体の中で電子が走り回っている薄膜がある。この薄膜は量子力学が関与

する分野だが、この薄膜が IC の電源をオンオフしている。そういう物理を調べ

て行くことを仕事にしている。その周辺にあるもっと面白いことを見つけていく

人がいる。過去に発見されてノーベル賞も受賞した量子ホール効果もこのような

例の一つだ。日本人のひとつの強みは、創意工夫により色々な困難を乗り越えて

きたところにある。 先端の研究でも創意工夫が大きい。学力をきちんと育てる

ことが大事だ。 

純粋の興味はみんな持てることができるはずだが、いつの間にか点を取るこ

とにすり替わってしまっている。純粋の興味を覚えるときにはある種の快感があ

る。それを若い人に伝えていきたい。 

（6）. 第Ⅱ部パネルディスカッション 

八木；アメリカの教育は学力だけでなく創造力の育成にも取り組んでいるというのが、

日本の持っているイメージの一つにあるが、実際はどうだろうか。 

加藤；出る杭は打たれるというより、むしろ杭は出た方が良いという雰囲気がある。

自信過剰でも良い。それでも悪いという印象は抱かれない。明るくぱっと言えと
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か創造力を激励する空気がある。 

八木；創造力は国によって異なるということか。 

デービス；出方に違うがある。人間には共通に創造力が備わっている。しかしその表

現方法は異なる。豪州の教育では創造力が重視されている。豪州では自分自身が

受ける少し前まで全国共通の試験があった。その後共通試験は廃止して、各地域

毎で教育内容を決めて創造力を強化しようという制度に変更になったが、その結

果学力がやや低下した。 

やはり自分のアイディアを表現することは非常に評価される。自社で採用した

若手を見ていると次のようなお国柄を感じる。即ち、アメリカの学生は止めなけ

れば暴走する。日本の学生はたたかないと走らない。豪州はその中間だ。 

自社の人材育成上の方針は自分の考えをしっかり持たせることである。 

八木；創造力を高めようとするとき、物理の学習が大きな意味を持っている可能性が

ある。 

榊 ；高校の時、物理はある種の現象がわずかな原理で説明できることに感動した。

要素還元的に説明するトレーニングはやる必要がある。創造のときにはその逆の

ベクトルが必要だ。それには物理をきちんとやる必要がある。 

八木；創造力を高める教育上の仕組みにおけるキーワードの一つに物理があって、そ

れが教育プロセスの中に埋め込まれることが必要ということか。 

榊 ；大学を卒業させるときに厳格にという話があったが、逆に入学時において旧七

帝大は入学の時に物理・化学・生物の３つをやらない限り入学させないという宣

言をすべきだと思う。 

八木；創造力のある新しい価値を生み出せる力は物理・化学・生物を高校までにしっ

かり勉強させて本質を考えさせる、そういう能力を高卒までに付けさせるという

考え方が必要か。不思議だと思う力を身につけさせる。 

デービス；豪州では意見を主張するのではなく、考えていることを述べることを求め

られる。それには自分で考えることが必要だ。考えていることとコミュニケーシ

ョンの両方が必要だ。創造力は本能的なものだから、コミュニケーションすると

その隙間が見えてくるようになる。それが創造性の源になる。 

八木；ドイツは児童を進路において早く分離する制度になっているが。 

ヴィッティヒ；当然そうしたやり方には短所もある。 初はダメでも後で変わること

がある。しかし小さい時からそういう専門的なことを学んでいかないと間に合わ

ない。早期に大学進学という進路から外れた人に対して、いずれ大学にも行ける

道が別途用意されている。 

八木；韓国の英才教育は機能しているか。 

金 ；韓国の英才教育は 10 年前からやっている。 近になってから活発になってき

た。自分は小学校を担当しているが、１つの小学校で１つのエリートクラスがで
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きる形で数学・理科・芸術・情報のクラスなどが設置できる。実際には数学と理

科が多い。教師は英才教育専門の研修を受ける。私の大学にも休暇を利用して研

修に来る先生がいる。課程を修了するとエリートクラスを教えることができる。

エリートクラスには、先生の推薦、学力試験、創造性テスト、適性試験などの方

法で選ばれる。 

韓国の英才教育のため、小学校児童について創造性テストを全国ベースで実

施して英才児童選抜のデータとして利用している。英才教育の実施場所は一般の

学校のほか地域と大学のエリートセンターなどで行う。 

 

（7）. 全体総括 

西村和雄氏 

京都大学 経済研究所 特任教授 

これまでの議論で理系人材をより多く輩出することの重要性が確認された。特

に文理就職率格差をみると、文系より理系のほうが就職率は高い。文部科学省が

発表した 10 年度３月の大学卒業者の就職状況によると、文系が９１.０％の就職

率に対し、理系が９５.２％だった。 

なかでも、理系出身者の得意科目別平均所得をみると物理が 681 万円、化学

が 620 万円、生物が 549 万円であった。企業は数学・物理を学んだ学生を求め

ている。 

そこでこのシンポジウムの 後にまとめとして、以下の２つについて提言を

したい。 

１．小中で理数英才クラスを導入する。 

２．中学 3 年の理科を 70 年代のレベルに。 

その上で、さらに以下の４点も提言したい。 

３．高校 1 年における、「理科総合」・「理科基礎」「科学と人間生活」の

ような科目は廃止か選択に。 

４．高校の理科は物理・化学・生物の３科目の学習を可能に。 

５．公立高校にも理数英才クラスの導入を。 

６．スーパーサイエンスハイスクールを持続的で全校的な科学英才高校

に。 

 

（8）. シンポジウムに対する反響 

１５）． 出席者アンケート結果 

シンポジウム全体を通して 
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 図表 9 出席者アンケート結果（シンポジウム全体について） 

44.2% 48.8%
2.3%

2.3%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体を通して

大変参考になった 概ね参考になった どちらともいえない

やや期待はずれだ その他

 

 

高校理科科目の履修について 
“高校において物理・化学・生物の全てを教える必要性についての受け止め方“ 

図表 10 出席者アンケート結果（高校理科科目に履修について） 

95.8% 2.1% 2.1% 0.0%

0.0%

93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

高校理科科目の履修について

教えるべき 2科目選択でよい

現行の細分化された中から選択 わからない

 

 

①． 理数系英才教育 
”台湾等では中学段階から内外コンテストなどを活用して理数系の才能ある生徒を発掘・育成す

る取組が活発であり、教育関係者に「教育が企業や国の国際競争力に重大な影響をもたらす」とい

う認識についての受け止め方“ 

図表 11 出席者アンケート結果（理数系英才教育の国際競争力への影響について） 

87.0% 8.7% 0.0% 4.3%

0.0%

80% 85% 90% 95% 100%

理数系英才教育

危機感を感じる 心配することはない

競争を持ち込むのは良くない わからない
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第４章 海外調査 

１. 台湾訪問調査概要 

（1）. 日程・訪問先・訪問者 

１）． 訪問調査日程実績 

午前 午後

11月20日(日) 到着

国立台湾師範大学 台北市立建国高級中学

（科学教育中心） （葉秘書）

張俊彦主任

劉亦雲小姐

台湾教育部 台北市立麗山高級中学

本部２１５会議室 （徐建国校長）

台北市中南路５号 張老師

中教司：司長、張明文

中教司：科長、徐振邦

技職司：科長、劉金山

国教司：科長、郭玲如

中部弁公室：専員、李青青

蘭雅国民中学

洪国峰主任

國教司

吳盈瑾

南湖国民小学

（鄭盛元主任）

仲介者：國教司

吳盈瑾

11月21日(月)

11月23日(水)

11月22日(火)

 
２）． 訪問調査先と面談者 

事前の訪問希望箇所 実際に訪問した箇所、訪問日 

台湾教育部にて中等教育の理科教育

担当部署の方 

教育部（日本の文部科学省に相当） 

 中等教育司：専門委員、Ms. 李 秀鳳 
 中等教育司：科長、Mr. 徐振邦 
 技術及職業教育司：科員、Mr. 劉金山（教育学系博士）
 国金教育司：科長、Ms. 郭玲如 
 中部弁公室：専員、Ms. 李青青 
 他３人、計８人 

大学で理科教育を専門とする教授職

の方 例えば、国際学力比較論、

理科の教育方法論などを専攻さ

国立台湾師範大学（科学教育中心） 

 主任 Mr. 張俊彦  
 張主任の研究室の博士課程院生 Mr. 
 同、修士課程院生 Mr. 
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れている方  Ms. 劉亦雲 小姐

高校で理科教育に注力されている

物理の先生 
(当方で入手した情報によれば例え

ば以下のような高校がある。)  
Taipei municipal Jianguo High 

school 
 Taipei First Girl’s High school 

台北市立建国高級中学 

 校長 Mr. 陳偉 泓  
 秘書 Ms. 葉  
 教務主任 Mr. 蔡 哲銘  
 数学担当教師 Mr. 
 物理担当教師 Mr. 

台北市立麗山高級中学 

 校長 Mr. 徐 建国 
 秘書 Ms.張裕恵、歴史担当（筑波大留学経験者） 
 教務主任 Mr. 
 数学担当 Mr. 
 物理担当 Mr. 
 生物担当 Mr. 
 高２生：外国賓客応接クラブ（キャンパスガイド）生徒

３名（男子２名、女子１名による英語で PPT を使った
寸劇つきプレゼン披露、学内案内） 

中学校で特色ある理科教育をされて

いる先生 

蘭雅国民中学 

 校長 Ms. 呂 淑珍 
 教務主任 Mr. 洪 国峰 
 物理化学担当教師 Mr. 
 数学担当教師 Mr. 
 生物担当教師 Mr. 

小学校で特色ある理科教育をされて

いる先生 

南湖国民小学 

 校長 Mr. 蕭 福生 
 主任 Mr. 鄭 盛元 
 施設主任 Mr.  
 教務主任 Mr.  
 保護者多数 Ms.  

 

３）． 訪問者 

２名（日機連 倉田部長、JATIS 山藤） 

（2）. 国立台湾師範大学 

４）． 概要2 

①． 特色 

8 つの学院（学部）と 28 の学科、24 の単独の設置の研究所（大学院） 

中等教育を担当する教員育成に主眼 

国語教学中心～外国人留学生を対象にした中国語教育機関 
学費～当初は完全公費制を採用、学制は卒業後教員として任官する義務を有してい

たが、1994 年に師資培育法の公布により公費制度の見直しが行われ、一部

                                                  
2 (1)概要については主に国立台湾師範大学 科学教育センターHP

（http://www.sec.ntnu.edu.tw/sec-dg03/english/en-index.htm）より参照 
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の学生を除いて、公費制度は行われなくなっている。
入学難易度～その頃まで英語学系や国文学系、歴史学系などの文系は入学 低点が

台湾大学を上回っていた。師資培育法により一般大学でも教員育成が可能と
なった現在、師範大学では新たに科学技術学院を設置し、総合大型大学への
転換を模索している。 

以上の出所：Wikipedia より引用 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%8F%B0%E6%B9%BE

%E5%B8%AB%E7%AF%84%E5%A4%A7%E5%AD%A6#.E6.AD.B4.E5.8F.B2 

②． 訪問先「科學教育中心（科学教育センター）」について 

本センターは科学教育分野における研究開発において長きに亘って貢献してきたこ

とで知られている。台湾教育部のシンクタンクとして本センターは、主として NTNU

の科学カレッジ出身の科学と科学教育の経験豊富な研究者を輩出してきた。かれらによ

って教育部の戦略立案づくりのアドバイスが行われ、教育部と台湾国立科学審議会の資

金によって運営される研究プロジェクトが推進されている。 

５）． 面談内容 

面談者：張俊彦注２． 主任 

①． High Scope Project 

日本のJSTが指導しているSuper Science High school プロジェクトを手本として台

湾でも同様の５年間プロジェクト HSP(High Scope Project 注１．)を遂行中で今はその第

２期目に入っている。 

High Scope Project は国の政策で、高校の先生を主とするプログラムである。学生に

探求心を持たせられるよう工夫して、新しい科学技術に目を向けさせるためのカリキュ

ラムを開発するというもの。高校の先生を主とするプログラムでそのカリキュラムは学

生に探求心を持たせることを目標としている。新しい科学技術に目を向けさせるための

カリキュラムを開発するというプロジェクト。 

大学の先生の役割は高校の先生のパートナーとして働く。数理に関する資源を高校の

先生に提供するという役割を期待されている。これによって高校の先生の専門性が高ま

る。革新的カリキュラムによって大学の修士・博士課程で培った成果を高校にフィード

バックしていくことで高校の現場での教え方を改善していく。生徒の学習成果を評価・

測定する。 

過去５カ年で開発されたカリキュラムは以下のようないくつかのテーマ（モジュー

ル）からなる。 

カリキュラムのテーマ 
（モジュール） 

カリキュラム全体に対する 
各テーマ（モジュール）の構成比(%) 

基礎コース  全体の 52%、既存のカリキュラムの深堀による改
善 

エネルギー技術 同 19%
科学技術と社会： 同 8%、科学と社会の関連する内容（原子力発電な
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ど）
バイオテクノロジー 同 7%
材料・素材 同 6%
ロボット 同 4%
テクノロジー紹介 同 3%
通信 同 1%
カリキュラム合計 100%

この次の５カ年においては国家の大綱の中に新しい技術をどのように取り入れていくか

検討している。そこで検討されている教育手法としては以下のようなものがある。 

教育手法 構成比 
Inquiry  based  

learning 29% 

Problem based  
learning 27% 

Project  based  
learning 14% 

Project  practice 
learning 7% 

✪Lecture and hands-on 6% 
✪lecture 2% 
★STS approach 5% 
✩Cooperative learning 4% 
Modeling 3% 
★STS 3% 

合 計 100% 
✪の２つは従来形式の講義形式授業のこと 
★STS：Science, Technology & Society 
✩大学の先生と高校の先生と学生が一緒になって学習するというもの。リーダーはあくまで高

校の先生。大学は助言者。このため、予算は直接高校にわたすことになっている。従来は

そのように直接渡せなかった。 

こうした手法を高校の先生に教えていくための専門知識を梃子としたカリキュラムの開

発を目指している。（張先生が手がけている）ICT を活用した学習システムもその一環。 

②． 教員の育成 

高校の先生方の取得学位の変化をみると年々高学歴化が進んでいる。現在 50%近くが院卒

で修士か博士を出ている。このうち科学では既に 70%に達している。高校の先生方が高学歴

化しているので HSP のような事業が遂行できる。 

米国では科学の教師は学位をもっていない。物理を教える先生は 12 単位を取れば教えら

れる。その３／４は学位がない。台湾は数学、物理、生物、化学は学位を持っていないと教

えることができない。 

高校の先生の専門性を高めるために、高校の先生にカンファレンスやワークショップに参

加してもらい、大学の先生が必要な知識を教える。 
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国が HSP という計画を掲げ、予算を付けて高校の校長先生が自ら相手の大学を探して自

らが主役となるという筋の計画になっている。 

台湾の高校は約 300 校、そのうち 150 校は本計画に沿って申請を行った。全部で 30 校が

受理、採用されたと発表された。採用されなかった高校は採用された高校との協力関係も生

まれる。ある女子校ではほとんどの生徒が文系であるが、科学技術的リテラシーを身につけ

ようとしてこのプログラムを活用したところ、役立ったという。先生は教科書に書かれてい

なかった内容について生徒にどう説明したら分かってもらえるかを考える。 

 

③． 台湾学生の科学リテラシー 

Taiwan Perspective of Future Science and Mathematics Education という題でフ

ィリピン政府（教育部）に呼ばれて講演してきた。（“From Fat to Slim”）学生の科学

リテラシーをどう付けるかが問題で一部の学生は科学に関心がないのもいる。 

TIMSS を本センターで運営している。台湾の国別順位は以下の通り。問題は読解力

で国は全国民読書運動を始めた。６年間で 600 冊読書するというもので年間 100 冊読

もうという運動をやっている。 

台湾の TIMSS における国際順位 

台湾の国別順位 小学４年生 中学２年生 15 歳児 

1999 年 数 学
理 科  ３

１  

2003 年 数 学
理 科 

４
２ 

４
２  

2007 年 数 学
理 科 

３
２ 

１
２  

2006 年 
数 学
理 科 
読解力 

  
１ 
４ 
16 

2009 年 
数 学
理 科 
読解力 

  
５ 
12 
23 

 

TIMSS と IQ テストを総合した指標による認知能力に関する国別ランキングがある

雑誌に出ている。台湾は以下の通り。台湾の学生は成績やパフォーマンスはいいが科学

に対する興味関心が低下しており自信がない。 

TIMSS と IQ テストの総合指標 

国  名 TIMSS と IQ テストの総合指標値 

台  湾 １０８ 
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中 国、シンガポール １０７ 

香 港、韓 国 １０６ 

日  本 １０５ 

 

④． 教育アプリケーション開発 

張先生の現在の研究テーマは双方向ホワイトボードのシステム開発や自動ビデオ認

識システムで特に自動顔認識システムに注力している。 

研究のイメージは以下の構図になる。 

 

 

 

 

 

本学は教育部からトップ大学 12 校の一つに認定されている。これに伴い 2 億台湾ド

ル（7 百万米ドル）の予算が付いた。科学技術関係でもそのうちの一部の予算を使える。

上記構図の i-政策、i-コンテンツ、i-学習、i-評価、i-教育指導までを実施できることにな

った。将来的には一つのモデルを作って国際競争力のアップに貢献したい。この予算を

使って理科離れや学生の興味を科学や新しい技術に惹きつけるような取組をしていき

たい。 

⑤． ICT 教育 

スマートクラスルームというプロジェクトでは、前述した自動顔認識システムや自動

ビデオ認識や双方向ホワイトボードのシステム開発のほかに３D 視覚認識システム、イ

ンスタント双方向メッセージ・デリバーシステム、自動オンライン評価システムなどを

開発している。 

学生一人ひとりを画面で識別・認識し、授業の中で１対１のやりとりを可能にする。

これは単に出欠を取るという意味ではなく、教科内容に即したやりとりを目標にしてい

る。 

例えば夏休みに生徒が○○公園に行ったとする。先生は生徒がいった○○公園を画面

に呼び出してみて、バーチャル空間で一緒に公園を歩くことができる。そこで先生はそ

の画面から様々な情報を取り出して生徒に質問をしたり、生徒間で議論させたりする。

実際その公園に行かなかった生徒もあたかも行ったかのように体験を共有することが

できる。「分からない」というメッセージを送ってきた生徒には先生はシステムを通し

て即座に対応することができる。 

i-政策、i-コンテンツ、i-学習、i-評価、i-教育指導 

仮想空間、学習環境、実態空間 

科学教育改革

科学素養増進による国家競争力の強化
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その途上に岩石を見つけた場合、タブレットパネルに映し出すことによってその岩石

の情報を取り出すことができる。そこで討論を行い、その内容を記入する。先生は随時

ホワイトボードのシステムを使って記入した内容が評価できる。書いてから忘れたかも

しれない生徒がいてもタブレットに全て保存されているので復習するときに呼び出し

て学習することができる。 

今構築中のクラスルームというプロジェクトのコンセプトが完成すれば、これを台湾

中に広めていきたい。このコンセプトは VR(Virtual Reality),AR(Augmented Reality)とい

って仮想空間上であたかも実際にそこにいるかのように体感でき、その人の動きに反応

して画面が動くようなシステムを目指している。 

バーチャルの技術を応用して教育コンテンツを開発する努力を行っている。これを張

先生の専門である地球科学分野だけでなく、物理や化学、生物にも応用できるようにし

たい。 

岩石というものは教室でいくら学んでも屋外に出ればどれがどれだか分からなくな

ってしまうものだ。今、それが分かるようにする技術を開発している。安山岩にタブレ

ットをかざすと説明文が出てくる。石の中にある雲母があるとするとその雲母のところ

をクリックすると勉強することができる。学生に楽しく勉強するための工夫を行ってい

る。こうした工夫は教師を育てるゆりかごの役割もする。 

（質疑応答） 

Q.学習方式をこのようなものに変えていくことはすばらしいことであるが、入試の仕

組みが対応しきれないという問題があるのではないか。 

A.この問題は乗り越えるべき障害だと認識している。東アジアの国はどの国も同じ問題

に直面している。学習は 終的には紙とペンでテストされる。その多くは選択式だ。

台湾にも塾がある。台湾では 2014 年から高校入試の試験をしないことにした。そ

れによって生徒の自主的学習や多面的な面で評価する、つまり、試験以外の方法で

生徒を評価しようということになる。以下の試験は５択方式で記憶力を試す試験だ。

我々は自動スコアリング評価システムを開発した。これは創造性、問題解決を評価

する。これから克服しないといけない問題に学生の多方面の能力をどう開発するか

がある。短期のうちにはテストを排除することはできなだろうが、徐々に保護者に

も受け入れられるようになると考えている。 

Q.日本にはゆとり教育推進派と反対派がある。 

A.数理系に興味がある学生には基礎的な訓練を通してどんどん伸ばしていく。反対に興

味を持てない学生もいる。将来的に科学者になるわけではないので、専門的な道に

行くことがない。学ぶ必要がある科学的な名詞を網羅した化学、物理、生物、地学
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のそれぞれを学生は卒業したら忘れてしまう。将来的に人間として成長していく上

での基本的な事柄、台風、洪水、地震、分子、太陽、木星などや、糖尿病や地球温

暖化などいずれも自分の生活に密接に関わりがある問題だ。土石流や台風などの勉

強を通して将来の生活に活かせることができればそれで十分である。 

語学や算数・数学といった基礎学問は生きていくための不可欠の知識だ。あまり

科学に興味がない学生には日常の生活に関連する内容を科学的素養として見つけさ

せることが大事だ。そういう能力を育成できる教育が大切だ。科学に興味のある学

生 A 群とそうでない学生Ｂ群と二分してしまうのではなく、Ｂ群からＡ群に行く学

生もいるという教育を目指している。ゆとり教育は排除しない。日常的な教育の中

で知識を取り込ませる。将来理数科に転ずるかもしれないからだ。 

私（張教授）の父親は台湾で一番の高校を出て今は学術論文を書いている。子息

は市立職業高校でアーチストを目指している。絵を描く才能に恵まれているようだ。

数理的なことはダメだが、好きな絵を描いていると徹夜までしている。 

Ｑ．アクションラーニングは優れた手法であるが、それだけで十分とは言えないので

はないか？ 

Ａ．教育の全てをアクションラーニングにしようとは思っていない。丁度車の両輪の

様にして発展させていく必要がある。自分で知識を使いこなすのと同様に知識を与

えていくこともしなくてはならない。両方必要で両方やっていく。アメリカのスタ

イルをそのまま導入するつもりはない。アメリカ式をそのまま当てはめるのは良く

ない。今までの台湾の教育を維持したまま、その上にアクションラーニングを付け

足して我々の文化にあった教育を目指す。学習テーマによってアクションラーニン

グが有効なものとそうでないものがあり、両者のベストミックスが必要であろう。

ある時はホワイトボードに向かって先生が書いていくのがベスト、またあるときは

アクションラーニングをベースにして、テーマを絞ってやっていくことが必要。 

６）． 張俊彦教授について 

國立台灣師範大學 研究講座教授 

科學教育研究所 與 地球科學系･ 科學教育中心合聘教授，並びに 兼任 科學教

育中心主任一職。曾任 地球科學系 主任 兼 所長 一職，2006 年から 接任 科學

教育中心主任 今に至る。 

その研究興趣主要涵蓋數位學習、科學學習環境、問題解決と探究教學策略、電

腦輔助學習と教學、及び學生の地球科學問題解決能力等，並びに 於 2008~2011

擔任國科會 數位典藏と數位學習國家型計畫中「卓越數位學習科學研究中心」の計

畫總主持人。 
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参考：台湾の 近の若年層向け科学教育活動 

創造的台湾知識経済会時代の理科教育 

1. 台湾科学教育革新第５期(1995～2005) 

2. 科学教育の中心：カリキュラムと教材、義務教育９年間を統合した進歩的で
一貫した教育・学習教材、探求心を中心とした教育と DIY、材料に関するア
クションリサーチ、グリーン科学の考え方の入った生命科学教材。 

3. 職業教育を 12 学年まで延期 

4. 理科教育に関する特別カリキュラム活動： 
(1). 中学校週末科学研究キャンプ 
(2). 中学生向け基礎科学養成活動 
(3). 毎年の全国科学フェア 
(4). 毎年の台湾国際科学フェア 
(5). 毎年の全国科学オリンピック 
(6). 全レベルの科学冒険 
(7). TIMSS-R and TIMSS-2003 (IEA):  
(8). 国際科学オリンピック 
(9). 高校入試と大学入試の連結制度改革 
(10). ウー博士の夏休み科学研究キャンプ 
(11). 全国 科学ウイーク 
(12). 第 3 回若年層科学フェスティバル 
(13). OECD/PISA 
(14). 第一回中学国際オリンピック 

出所：“Current Youth Science Education Activities in Taiwan” Tai-Shan Fang 
Department of Chemistry ,National Taiwan Normal University Taipei, Taiwan 
から JATIS 抜粋訳出 

 

（3）. 台北市立建国高級中学 

７）． 概要 

①． 特色（訪問時入手資料＋同校 HP より） 

生徒は国際的なコンペに参加したりや学生成果を披露したりするよう奨励される。コン

ペのための支援グループがあり、絶えずワークショップを立ち上げたり、経験や知見を交

換したりしてコンペでの健闘をバックアップしている。本校は毎年高級中学ジャーナルを

刊行して校内の 新情報を提供している。生徒は際だった学術的な成果なども披露されて

いる。進学率は毎年 100%で台湾のトップである。様々な学術的コンテストをみると、科

学的な才能のある生徒は数学五輪においてすばらしい実績を残してきた。1991 年からの

15 年間に金 17，銀 27，銅 12 を獲得している。  

８）． 聴取事項 

面談者： 
  校長 Mr. 陳偉 泓  
  教務主任 Mr. 蔡 哲銘  
  数学担当教師 Mr. 
  物理担当教師 Mr. 
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①． 高校の概要 

本校は、１学年 31 クラス、３学年で 93 クラス。約 3,800 人の生徒に対し、先生が 250

名（先生１人あたりの生徒数 15.2 人）。31 クラスの内訳は、数理クラスが２クラス、科

学クラスが１クラス、人文社会クラスが１クラス、体育クラスが１クラス、残りの 26 ク

ラスは一般のクラスである。 

②． 種類別クラス編成の概要 

科学クラスは２年間で、高校でやるべき授業を全部終える。通常のクラスより早い進捗

で進める。第３学年は台湾大学に行って勉強する。このクラスの生徒は科学の専門家にな

る。 

数理クラスは３年間通常のペースで授業を行う。この点が科学クラスと異なる。数理ク

ラスの特別研究の課題は、通常クラスと比べ、広がりと深まりの点で異なる。科学クラス

と数理クラスはそれぞれ「資優クラス」と称される。 

通常のクラスは高 2 になると文系と理系とに分かれる。１学年の割合をみると文系は 4

クラスで理系が 21 クラスと圧倒的に理系が多い。文系は歴史・地理・公民・国語の時間

が多く、理系は数理科学の科目が多くなる。 

クラス分けは試験を行って合格すると数理クラスに入ることができる。カリキュラムが

充実しており、勉強して、２年生になるときに研究レポートを提出させる。このレポート

は大学の卒論レベルに相当する。 

③． 入学生徒のレベル感 

本校への入学者は中学時代の成績が上位約 1%の生徒のみが入学できる。台湾全土 30

万人のうち３千人が応募してくるがそのうちの 1200 人のみが入学してくるという計算に

なる。本校で 下位でもほかの高校に行けば「すごい」ということになる。つまり選りす

ぐりの生徒が入ってくるので学習態度や意欲もすごいので「どうやって理科に関心を持た

せるのか」という調査趣旨とは無縁の学校である。 

④． 教育指導方針 
・チャンスを与えること 
・科学的活動を行うこと 
・社団（クラブ）活動に参加すること 
・大学のリソースを提供すること 

試験に合格した生徒は 2 分して数理クラスと科学クラスにする。生徒はどのクラスにい

ても試験を受けてあるレベル以上であれば、その学習課程をパスする制度がある。その代

わり生徒が好きな学習ができるようになっている。 

ここの生徒の保護者は必ずしも子が数理に入って欲しいとは思っていない。能力があっ
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ても理数を選ばない子もいる。 

試験のやり方は選択式と記述式の両方があり、選択式一辺倒ではない。 

⑤． 学力コンテスト 

国際科学オリンピックに出る生徒は、大学で講義を受けられる。こういう措置は学習能

力に見合った学習をさせたいという思いから出ている。特別研究テーマや大学での講義、

自学自習などがある。 

学年毎のコンテストをやっている。数学・物理・化学・生物・地球科学・ICT の６科目

で実施している。こういう催しは「できのいい生徒」にトレーニングする機会を与えるこ

とができる。１科目毎に 30 名を選んで特訓をしているのですごい生徒が出てくる。そう

いう生徒を国際コンテストに出席させている。国を代表してオリンピックに出る。本校か

らは金メダル選手を何人も輩出している。 

本校の IT トレーニングはパソコンを駆使する能力を高めるように工夫している。「コン

ピュータサイエンス」オリンピックにおいて出題される問題解決するプロセスなどのテー

マを高１のカリキュラムの中に入れ込んでいる。このトレーニングを行うとその後で一部

の生徒に問題解決に興味を持つようになってくるものが出てくる。選出された代表チーム

の生徒には特別なカリキュラムを設けて訓練する。 

卒業生の経験豊かな学生を呼んで代表チームに対し、特別教育を実施してもらう。イン

ターネット上の問題解決専門サイトがあって、オンラインで参加させる。全国コンクール

で入賞したときは大学の教授のトレーニングが行われる。 

物理オリンピックの時は実験と理論と２つに分かれて行う。理論は光学や電子、力学な

どと分かれる。生徒に先生のデザインした問題を実際に解決させ、実験のテクニックを身

につけさせる。本校の選手は全国の選手と一緒に大学で特訓を受ける。 

⑥． 物理教育の内容 

物理の科目は、理系クラスでは高１は１学期に物理を週２時間、高２は同じく１週

間に３時間物理の授業を受ける。１学期３回の実験を実施。実験では一回あたり、２

種類の実験を行い、学期毎に６種類の実験をやる。文系クラスでは、実験はないが物

理は１週３時間履修する。３年生になると、物理の授業は週４～５時間あるが文系ク

ラスでは物理の授業は３年の時にはない。ちなみに台湾では上期は９月から翌１月ま

で、下期は２月から６月までである。 

⑦． 台湾の物理離れ 

我が校は理科系を重視しているが、台湾全体の大学進学では比較的文系に進むのが

多い。台湾全体ではやはり物理離れが進んでいる。大学では映画を見せながら物理現
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象に合わないところを探させたり、物理に関する弁論大会（一つの問題を解決し、そ

の後で発表し、議論するという内容の大会）を開催したり、など学生の興味を惹くよ

うなこともやっている。政府レベルでも民間レベルでも学生に科学に目を向けさせる

ようにするファンドを出している。 

大学はそのようなファンドを活用して、サマーキャンプを実施し、化学、生物、物

理のキャンプをしたりしている。高校の優秀な生徒に試験を行い、合格したら、キャ

ンプの主宰校の教授について直接指導を受けることができる。 

台湾の教育部では日本の SSH をみて High Scope Project という取組をやっている。

理系に行くように保護者は理系を勧める。 

（質疑応答） 

Q．教育指導をするときに数学と物理との相互の関係づけについて何か工夫している

か？ 

A．教育部では、数学と物理の教授を交流させているのでどういう数学を使うか知った

上で物理を教える。物理を受けるときには生徒は既に該当する数学を知っていること

が多い。 

Q．台湾の遠隔地から来る生徒は台北市内の生徒に比べて不利にならないか？ 

A．台湾各地にはそれぞれトップクラスの優秀な学校がある。例えば台南一中などだ。

親は地元のトップ校に入れる。それでも近所の生徒に比べて負担は大きいことは事実

だ。 

Q．物理、化学、生物、地学の取り扱い及び数学との相互関連について教育上どのように

工夫しているか？ 

A．科目毎の前後の知識は今までの取組の中で考慮されてきている。教えていない場合

は先生がそこのところをチェックして教えるようにしている。物理、化学、生物、地

学の取り扱いについては、文系は２年生までに４科目を、理系は１～３年にかけて４

教科をやることになっている。１年の時の公民の素養として１人の国民として必要な

科学的知識や全般的な知識を取り扱う。１年の時は文理とも共通であるが、２年以降

は別々に分かれる。理系は量的質的により高いレベルの内容を対象とする。 

Q．マイクロソフト主催の国際コンペ（ImaginCup）などへの参加は？ 

A．マイクロソフトのは知らないが、インテルの国際コンペには参加している。 

参考：インテル国際学生科学フェア 

 インテル国際学生科学フェア( インテル ISEF）は高校生・高等専門学校生を対象とした世
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界的な科学フェアで、毎年１回、５月に開催されます。このインテル ISEF には、世界４０
カ国から１３００名以上の学生が参加し、奨学金、授業料の助成金、インターンシップ、
科学分野に関連する見学ツアー、そして５万ドルの奨学金と高性能パーソナルコンピュー
タという 優秀賞獲得を目指して競い合います。 

 １９５０年に ISEF を立ち上げた米国の非営利団体であるサイエンス・サービスは、この世
界的に権威あるコンテストのメイン・スポンサーとしてインテルを迎えたことを誇りにし
ています。インテル ISEF に参加する高校生・高等専門学校生は世界中の国・地域で開催さ
れた５００以上もの科学フェア・コンテストから選ばれた学生たちです。わが国において
は、JSEC2003 が若き科学者たちの世界デビューへの第一歩となりました。  

出所：http://www.forte-science.co.jp/company/jp/popup.isef.html 

 

（質疑応答） 

Q．エリート教育に対する社会の反応は？ 

Ａ．本校は教育全体の資質の向上に取り組んできた。台湾にはエリートが必要であり、

社会的にその存在が認められている、そういう風土だ。だから我々もエリートを

育てようという使命感を持って望んでいる。 

Q．海外留学についてはどうか？ 

Ａ．台湾はかつて米国に多くの人が留学していた。現在は徐々にその比率が下がって

きている。台湾にも仕事のチャンスが出てきた。台湾の大学を卒業してから海外

の大学に行くようになってきている。やはり親が子供を海外に出したがらないと

いう風潮はある。海外の大学では香港にある２つの有名大学や日本の京大、米国

のアイビーリーグなどは直接本校に説明に来る。科学オリンピック入賞の学生に

対しては国から奨学金が出る。それで海外の大学に行ける。海外は MIT とかプリ

ンストン大などに行く。本校では約 20 名が海外大学に直接行くが残りは台湾の大

学である。 

Q．教育手法の中に討論とあるが具体的にはどのようにやっているのか？ 

Ａ．実験をやるときに討論させている。歴史や地理でも採り入れている。 

Q．英語版 HP には Red Chamber Student と出てくるがどういう意味か？ 

Ａ．本校正門にそびえる も古い建物が赤煉瓦で作られている。本校生徒であること

の精神的象徴だ。この建物は日本時代に建てられたものだ。5ha のキャンパスを抱

え、植物園、博物館がすぐ近くにある文教地域で自由な学風と優れた先輩に囲ま

れたとこで勉学に励む生徒というような意味合いだ。特別な行事を行うときなど

は Red Chamber を冠して行うことがある。 

Q．日本との交流は？ 

Ａ．石川県の泉ヶ丘高校（旧金沢一中）は 400 人ほどが修学旅行で来ている。八田与

一は本校の卒業生、早稲田大学高等学院との交流もある。 
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（先方の感想） 

民間の人がこういう調査を実施することについて好奇心を刺激された。当初はな

ぜだろうと驚いた次第だ。世界の教育の変化に追いつかないと問題だ。行政部門の変

化はそうした変化に追いつかないことが多い。外部の力で行政部門を動かしていくこ

とは大事だ。 

（4）. 教育部 

９）． 概 要 

出所：An Educational Overview 2011-11-30 
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=12487&CtNode=2003&mp=1 

 

１０）． 聴取事項 

面談者：中教司長：張明文 氏 

１．現在の教育制度 22 年間の学術研究をサポートするがタイムスケジュー
ルはこどもたちの必要に応じて弾力的な運用を行う。平均
的な場合は、教育のプロセスには、幼稚園２年、小学校の
6 年 、中学校 3 年、高等学校または職業教育３年、カレ
ッジや大学 4～7 年、修士の学位プログラム 1～4 年、博
士学位プログラム 2～7 年となる。 

２．義務教育 

 

教育部は 1968 年に、初等教育 6 年、中学校 3 年間、
計 9 年の義務教育を導入した。中学生の中で職業教育に
関心がある場合、中学の 後の学年から２年間職業訓練を
行うことができる。 

３．高校と職業教育 中学卒業後の進路には高校と職業高校の２つがある。後
者には農業、工業、商業、水産、家政、音楽芸術、の各科
がある。 

４．短期大学教育 

 

短大には２つのタイプがある。１つは、５年制で中学卒
業していることが条件である。２つは、２年制で職業高校
卒業していることが条件となっている。 

５教師教育プログ

ラム． 

教師育成プログラムは高等教育で通常４年間のコース
である。中等教育の教師向けと小学校と幼稚園の教師向け
の２コースがある。前者は大学で、後者が教育大学で開講
されている。 

６．大学教育 学部教育は４年を要し、留年は２年まで可能である。医
師や歯科医コースの場合は１年間のインターンを含む６
年間となっている。 

７．大学院教育 修士課程は１～４年、博士課程は２～７年となってい
る。しかし、OJT の一環として通学している場合には所定
の年限で修了できないときでもさらに延長されることが
ある。 

８．特殊教育 精神的肉体的にハンディのある子供は認定校において
のみ学ぶことができる。幼稚園と小学校の場合 低でも６
年、中学３年、高校・職業高校３年、いずれも通常の教育
が受けられる。 

９．補習教育 通常の教育課程とは異なる道を歩む市民に対する教育
が用意されている。提供されるカリキュラムによって主に
３つのタイプにわけられる。基礎教育、上級教育、短期間
補習教育の３つであるがその期間は提供されるプログラ
ムによって様々である。 
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中教司科長：徐振邦 氏 

技職司科長：劉金山 氏 

国教司科長：郭玲如 氏 

中部弁公室専員：李青青 氏 

①． カリキュラム 

高校のカリキュラムは、「普通高級中学課程暫行綱要総綱」という。 

その目標は人文・社会・科学技術の知識、思考力・判断力・審美力・創造力、チーム

ワーク・順法精神・責任感、自主学習能力・終身学習態度、自己理解力・生涯成長力、

生命の尊重と地球環境への配慮。 

高校三年間のカリキュラムは以下のとおり。 

類

別 

  １年生 ２年生 ３年生 

領域 科目 
第１
学期 

第２
学期

第１学期 第２学期 
第１学
期 

第２学
期 

必

修 

総合活動▸ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

語学 
英語 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 
国語 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

数学 ４ ４ ４ ４   

社会 
歴史 ２ ２ ２ ２   
地理 ２ ２ ２ ２   
公民 ２ ２ ２ ２   

自然
★ 

基礎物理 (２) ２     
基礎化学 ２ (２)     
基礎生物 ２ (２)     
基礎地球
科学 

(２) ２     

物理   ３

２～３
★ 

３

２～３
★ 

  
化学   ３ ３   
生物   ２ ２   

地球と環
境 

  ２ ２   

芸術  ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

生活 
生活科技 ２ 

 
２   ２ ２ 

家政 

健康
体育 

体育 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 
健康と護

理 
１ １ １ １   

国防通識 １ １ １ １   
必修小計▸ 30/32 30/32 30/32 30/32 30/32 30/32 

選択科目✪ 
0~
3 

0~
3 

6~7 6~7 
14~
19 

14~
19 

合計履修単位 

30/
33 
32/

35 

30/
33 
32/

35 

30/33 
34/35 

30/33 
34/35 

28/3
3 
30/3
5 

28/3
3 
30/3
5 

▸必修小計の中で 30/32 とあるのはこの差２が総合活動に相当する。 
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★自然（理科）は１年生のときに基礎○○をどの科目も２単位必修、２年生は物理／化学／生物／地球

と環境について物理・化学は毎学期毎３単位を生物・地球と環境は毎学期毎２単位、このうち生徒

は２乃至３単位を選ぶ。 

✪選択科目には、語学、第２外国語、数学、社会科学、自然科学、芸術と人文、生活・科技と情報、

健康と休閒（休養）、国防通識、生命教育などから選択できる。 
注．高校における年間必修単位は全部で 48 単位あるうち、自然領域（理科）は物理・化学・生物で４～６単位

となっている。ちなみに国語と英語は８単位、数学は６～８単位である。 

 

②． 高校教育 

高校における物理に関する学力測定試験の目標をみると、３つある。第１は知識であり、

これには記憶と理解が含まれる。第２は応用、第３は推理分析であり、これには分析と総

合が含まれる。 

台湾では物理は高１、高２では全員が必修である。教科書には A と B がある。こうし

た区別は物理と数学、英語だけである。その他の科目でさらに深い内容が必要な場合には

選択科目で対応することになる。 

高校入試は国の実施する試験を受ける。中学から進学する場合は 50%が高校へ、残りは

職業高校に進む。高校の必修科目は上表のとおりで、各単元は 50 分授業でその１週あた

り授業回数を単位（学分数）と呼ぶ。高２から選択が始まる。クラスは３分される。文・

法・商組と理・工組と医・農組に分かれる。選択科目によって志望が決められる。 

一般高校の場合、その大半が進学する。大学入試は 2010 年に新しいカリキュラムを公

開した。2013 年はその 初の入試となる。高１～２年は１月と７月に学力試験を実施す

る。３クラスそれぞれの試験科目を教える。７月の試験は進学のための試験で物理強化の

ための試験になっている。 

2010 年は新しいカリキュラムについて公告した。2008 年から準備してきた。2005 年

には新しい学科センターを建国高校に設置し、そこで作ったプラットフォームを元にして

他の高校の先生たちが勉強する仕組みになっている。そこではカリキュラムに対する修正

意見を出すことができるし、先生方が研修していい案を発表しあい、お互いに共有できる

ようになっている。 

高校には２つの理科教育があり、一般の素養としての教育と優秀な人材を育てる教育が

ある。国際オリンピックに参加させている。 

オリンピックは物理・化学・生物・地学と数学・IT がある。大学と協力して選手たち

が一緒に理解していく。決戦に望むことができる選手は直接大学に入学できるというイン

センティブを与えている。オリンピックのメダリストは奨学金を受け取ることができる。

国際コンクールで金メダルを取ると、外国への留学資金も出せる仕組みになっている。こ

うして生徒のやる気を引き出している。 
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オリンピックの選考はまず学校レベルで選手を選び、地域で、次いで全国でという段階

を踏みながら絞っていく。小学校から高校まで様々な科学展示会が催されている。好きな

子は小学生の時からこうした催しにあこがれを持つ。発明創造のコンテスト、小論文のコ

ンテスト、科学、数学など学科ごとの深く考えさせる小論文で自分で学んだ成果を発表す

る。１学年に１回全国ベースで実施する。（頭のいい子を褒め称える社会といえる） 

選手の選考は学校内上位３名が学校代表となり、地域代表、全国代表と勝ち進む。こう

した展示会の時の賞は大学入試の時の点数にプラスされる。師範大学付属の生徒はそうし

た入賞実績があると、師範大学の入試の時に優先考慮される。こういう子は科学クラスに

入りたがる。 

展示会では生徒４～６人でチームを作り、会場の壁に貼りだして現場でプレゼンを行い、

審査委員と面談する方式で審査される。地方レベルでは１日だけ、全国レベルでは４日間

掛けて行われる。初回で審査委員との対話で合格できないともうそこで終わり。小学校か

ら鍛えてきており、毎日切磋琢磨している。 

科学展示会は数学やＩＴはオリンピックと同じ内容で実施する。 

2009 年には科学クラスをスタートさせた。９つの学校を認定し、大学と協力して１～

２年のうちに理科のすべての高校で受けるべき授業を終わらせてしまう。３年目は大学の

授業を受けさせる。特に実験能力を身につけさせる。生徒が大学に出向いて授業を受けた

り実験をしたりする。 

普通の高校生は科学素養の養成プログラムとして大学と一緒に行う「科学人材養成計

画」がある。これは幅広い地域から生徒を集めて、講義や実験を大学が中心になって開講

するプログラムである。大学が主導して、地域の学生に試験をやらせて、教えている。イ

ンセンティブはないが高校生は好奇心旺盛で大学の先生の話を聞こうとする。 

高校の場合、全国的な能力コンテストを実施している。学校でやりきれなかったことを

習得する機会としている。６科目で物理・化学・生物・地学・情報・数学。高校でも大学

でも入学する際には必ず理科を必修科目としている。 

都会と地方との格差について、例えば大学で行う実験を見に行く機会などはどうしても

都会が有利。そこでこういった格差を重視し、地方の学校にハード面での補助金を出した

り、ソフト面でも学科センターで支援したりするようにしている。 

③． 義務教育 

小学校、中学校の９年間については学科は７つの分野に分かれている。その中で理科に

関わるのは自然・生活・科学技術の３つである。なるべく生活と結びつけて生徒が好きに

なってくれるようにしている。教育時間は年間 200 日、２学期併せて 20 週、１週５日、
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台風や休日などで授業ができないときもあるが週５日を確保するようにしている。その中

で理科はだいたい 10～15％を占めている。 

小学校から中学校に掛けて４段階に分けて能力指標を作成している。小１～２年、小３

～４年、小５～６年、中１～３年と区分している。総じて科学技術の基礎的知識を身につ

けさせるようにしている。どの生徒にも同じ知識を与えるようにしている。 

この能力指標とは、教育の専門家が作成し、学生が 終的に到達して欲しいレベルを示

した指標でこの年齢であればこのくらいのレベルというもので教材の難易の判定に使っ

ていく。テスト以外でも授業の中で生徒の１／３以上が分かれば良いという柔軟な見方を

している。 

テストは２種類ある。①教科のプロセス毎にテストし、それをフィードバックして教育

方法の改善に役立てるもの、②とりまとめのテストで学生の勉強をする力を見直して先生

が教材の難易度を検討して意見するために行うものの２つである。 

テストはそれぞれの学校において実施している。学校の中にカリキュラム委員会がある。 

カリキュラムは教育部で大綱を示し、民間の業者が教科書を作る。その後検定を行って

パスしたものを全国で統一的に購入してもらう。業者は毎回同じとは限らない。 

先生の専門性の教科に力を入れている。研修に力を入れているほかに、地方教育指導団

を結成して各地を巡回してもらっている。指導団のメンバーはベテランの教師で構成され

る。自分の授業を減らして他校に行って指導をしている。 

大綱については社会の時代の流れに沿って修正したものを政府にフィードバックして

新しい科目の育成指導に役立てる。こうした養成は師範大学が担う。法律を改正すること

もある。 

小学校、中学校の教師は文理どちらかという点については、小学校の場合は１人で全部

教える。全科目の履修を義務づけられている。クラス担任制を取っているが３年以降にな

ると数学と理科については専門の先生が教えている。中学は専攻を決めて科目毎に専門家

がいる。 

④． 教育改革 

新しい教育改革において 2014 年から中学から高校への進学に際し、75%の生徒を試験

免除にする予定。25%は入試を受ける。レベルの低い教育優先すべき地域を国が設定して、

点数の低い地域に補助金を出して教育の資源を優先的に投入する。 

もう一つの柱は優秀化と均質化である。そのために教師の成長を促し、生徒の均質化の

ための補助金を出す。建国高校の一部にも免除枠を設ける。これは地方との格差是正のた
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めに実施するもの。建国高校に生徒が集中することのないようにどの学校にも成果が見ら

れるような政策を考えている。その一方で高校の科学クラスの場合、一定の試験をしない

と入れない。均等原則を採り入れつつ、優秀な生徒の育成原則も残すというのがこの新し

い教育改革の戦略。 

⑤． 職業教育 

生徒の学校選択をみると高校へ行く場合、まず公立、次いで私立となる。この差をなく

すため私立が公立と同程度の費用負担になるように努力している。高等職業学校の場合学

費を免除した。費用のことを考えずに選択できるようにしたいとの考えからだ。学費免除

と試験免除をしてこの分野に生徒を集めたい。現場のブルーカラーを育成するために免除

して人材を誘導している。 

今回の貴訪問団は産業界に所属しているにもかかわらず、このような教育問題に高い関

心を示している。心から敬意を表したい。台湾でも若い人は製造業よりはサービス業を目

指している。その原因は少子化による親の過保護、イノベーション不足で伝統産業に若者

が入りたがらない、大学も現場と離れた授業をしていて学生に魅力を伝えられていない。 

具体的な取組は大学には自主的にカリキュラムを作成する権限がある。大学入試で入る

人材には研究開発分野で活躍することを期待している。産業ニーズの高い専門学校（職業

高校）の学生の確保に努めている。就職の斡旋、学費免除、実習重視などをして家庭環境

の悪い子供たちに機会を提供している。 

（5）. 台北市立麗山高級中学 

１１）． 概要3 

①． 沿革 

1991 年 台湾で 初の科学教育を主目標と

した高校を設立するための諮問

委員会創設 

1993 年 麗山高級中学の準備委員会設立 

2000 年 麗山高級中学創立、生徒受入開始 

キャンパス；43,959ｍ２ 
建    坪；40,821ｍ２ 
各  学 年；33 クラス、各学年 11 クラスのうち３クラスは理系優秀クラス、

３クラスは体育優秀クラス 
生 徒 数 ;＠30 人／クラス、生徒総数 900 人 

～以上、台北市立麗山高級中学の英文パンフレットより抜粋 

～Website: www.lssh.tp.edu.tw 

                                                  
3出所：(1)概要については、台北市立麗山高級中学の HP（http://www.lssh.tp.edu.tw/eng/1.htm）より抜粋 
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②． 本校創立の目標／哲学 

本校は科学教育に力を入れるとともに生徒の人格形成にも重きを置く。本校では生

徒の健全で立派な人格形成を支援し、学習における科学的方法や態度の発達を養成する。

本校では生徒の創造性やリーダーシップを併せ持った将来の科学エリートとしての芽

を育む。 

 

１２）． 面談内容 

面談者：校長 徐 建国 氏 

秘書 Ms.張裕恵、歴史担当（筑波大留学経験者） 

教務主任  

数学担当  

物理担当  

生物担当 

高２生徒 男女３人（キャンパスガイド担当） 

 

①． 理系と文系 

10 クラスあるうち理系クラスが 8 クラス、文系クラスが 2 クラスである。このうち文

系クラスは 1 年やって自分で理系は向かないという生徒が入っている。 初から理科重視

の授業を行っている。 

高 1 ではクラス分けは行わない。一律の学習を行う。高 2 では理系と文系と分かれる。

学校の内容は理科だと分かっていて入ってきても、１年間授業を受けてみて勉強して見な

いと分からないところがある。やってみて初めてこれはどちらが自分に向いているかどう

か分かる。文理の分別は生徒が自らの意思で行う。 

特色は 2 つ。1 つは研究方法を重視すること、もう 1 つは特別研究を行うことでこれは

探求方式の学習である。生徒に研究の仕方を教えている。高 1 としては研究方法と資料収

集、分析、実験器具の使用方法を教え、高２からは具体的な実験を行う。 

教師の構成についてはこの高校の教師のほか、大学の教師も時々協力してくれる。 

②． 大学入試 

大学の入試は２つあり、１つは全ての学生が高１と高２でやったところと同じ科目の統

一試験（ａ）を受ける。もう１つは大学指定の専攻科目（ｂ）で物理・化学・生物・地学

というカテゴリーの専門試験を受ける。定員の枠は半々でａ試験で定員の半分がきまり、

残りの半分はｂ試験できまる。ａ試験はマークシート方式であるが英語と国語は作文があ

る。ｂ試験はその１／３がマークシート方式で２／３が記述式の試験である。物理は難し

い科目とされている。 

- 119 - 

 
  



---120--- 
 

物理と数学の間の教え方の調整については特別なことはしていない。カリキュラムは

年々改正されている。それでその改正の中で調整されている。もし順序が逆になっている

ときは物理の中で必要な数学を事前の授業の中で教えてから本題に入いる。 

国の教育大綱は始終改正されている。難しい物理を今までは高１で教えていたが今度か

らは高２で教えるという話が出ているようだ。この点は常に議論している。後ろにずらす

とその次は前に持ってくるという話になる。三角関数とベクトルを後ろに持っていってま

た見直してという具合で流動的に検討されている。 

③． 理科の各科目間のバランス 

高１では、理科のどの科目も統一学習を行う。各科目 25%ずつ授業を行う。各１単位ず

つである。週一回の授業となる。但し、数理が特別に優秀なクラスは別である。 

数理資優クラス（優秀クラス）については国に特別な規定がある。上位３％にはいる学

生が許可される。優秀クラス研究班が作成した試験が行われて選別される。この試験は師

範大学の特別教育の専門家が作成する。次は実験室に入って試験をやる。理科の実験と数

学で試す。数学は筆記試験と立体の模型を作らせる試験だ。 

高２以降は理科系と文系に分かれる。理科系は農学や医学に進む生徒が生物を選択し、

理工系に進む生徒が物理・化学を選択する。概ね生物と物理・化学で 50%ずつだ。男女比

は７：３で医学部に進む生徒は物理・化学も選択する。履修時間が増えている。物理と化

学の比率は 50:50 位だ。 

教育大綱に基づきつつ、各科目のバランスの議論を行っており、１～２時間の幅で調整

している。地球科学は独立させている。 

④． 特別研究 

特別研究クラスでは物理・化学の両方の先生が一緒に学際的な研究を教えている。高１

は月曜日の午後，高２は木曜日の午後が研究の時間に当てられている。この時間は大学に

行って指導してもらう。教授自身或いは教授のチームメンバーが指導することもある。 

この特別研究はインセンティブとは無関係である。研究計画を作成して国家の科学委員

会に採択され、指導してくれる大学を紹介してもらうケースもある。我々自身が大学にア

プローチして指導してくれる大学の先生を見つけてくることもある。 

大学の先生が教育に熱心に取り組むかどうかについては台湾でも大学の先生は研究中

心の評価であった。少し前までは日本と同じ状態であった。 近は早い時期から生徒を教

育することの必要性に気が付くようになり、教育活動を重視するようになってきている。 

⑤． 海外留学 

高校から直接海外の大学に留学するケースは少ない。毎年 300 人のうち 10 名位だ。そ
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れもトップクラスというわけではなく、家庭環境や個人の進学の考え方による。経済的に

裕福な家庭の子女が多い。一部の学校でインターナショナルなクラスが海外留学に取り組

む準備をしている学校もある。 

建国高校では国際クラスを作ろうという動きが出ている。 

SSH については日本と交流をして初めて知った。台湾の High Scope Program の場合

は恒久的な制度だと思う。早稲田本庄高校が SSH の指定校で本校と交流した。 

⑥． 教育指導方法 

生徒の科学志向については科学の教育の内容を押しつけるのではなく、科学の方法や学

習方式や探求方式を学ばせている。併せて人文系の探求方式で学ばせており、時事分析な

どで活用している。 

教育方法は講義オンリーではなく、問題を見つけさせて解決させている。グループを作

って先生が指導する。学期末に成果発表会を行い、確認することを重視している。大学に

入ってから実験室に入り、すぐ教授に評価された。 

High Scope Program に依る専門家を導入して新たなプログラムを開発中である。 

⑦． 本校の沿革等 

創立は 2000 年 

当初案では、全国のエリートの集中する基地として寄宿舎形式の学校を作ろうとした。

しかし、計画実施の直前になって中止とされ、一般の高校として見直しされた。そのモデ

ルとしたのはいわゆるボーディングスクールのような学校だが結局挫折した。 

エリート教育がいいのか、一般の教育がいいのかその綱引きが続いた。 終的に一般高

校として開校したが、科学志向の高校としてやっている。 

韓国には２つの科学専門の高校がある。本校が挫折せず開校していれば本校が先輩格に

当たることになったはずだ。 

１クラス 30 名、他校は 40 名。この学校の計画上は予算も教授陣も付いていないので先

生方の努力に負うところ大である。生徒は市内の交通機関で通学するか、学校の近くの借

家から通学している。 

生徒の募集は夏と冬の休みに学校でキャンプを開き、生徒を参加させて一緒に実験をし

たりして好奇心をかき立てるようなことをして集めている。 

校門のマイクロソフトという社名は台北市の中に同社との協働プロジェクトがあって

本校はその提携校になっている。IT と教育を融合させるプロジェクトを実施している。 

- 121 - 

 
  



---122--- 
 

後者には 12 箇所のラボがある。12 箇所のラボは理科の各科目が平等に分かち合ってい

る。 

⑧． 生徒の来校者歓迎使節団３名によるプレゼンと校舎内案内 

外国から視察団が来るたびに声がかかり、英語の PPT によるプレゼンと校舎内の案内

を買って出る。プレゼンは全て英語で寸劇混じりの 15 分程度のもので PPT も英語で自作

だそうである。館内紹介も全て英語で Any question を連発、３人は男 2 人、女１人で

３人とも台湾大学志望、高２であさって試験という日にも関わらず我々の案内を買って出

てくれたものである。彼らにとってこういう機会はまさに自分自身が英語を使ったプレゼ

ンができる絶好の機会なのだと思われる。 

NASA との遠隔授業や英国との交換留学があるほか、中国やハーバードから学生が来る。 

化学実験室、物理実習室には天井からブランコがあり、ロープが垂れ下がっていた。生

物実験室には１人１台の光学式顕微鏡がずらりと並んでいる。地学教室にはプラネタリウ

ムやパソコンが整備されている。 

２. 台北市立蘭雅国民中学 

（1）． 概 要4 

①． 学校の概要  

敷地面積：22,000ｍ２ 

クラス編成：通常クラスのほかに物理と化学のような特別コースを設置。ほかに

は家政科、木工、金属加工、電気、音楽、美術などがある。対応し

た設備も豊富。57 クラスで生徒数は 大 1800 人である。 

教育目標：道徳心、知性、体育、美学の追求において各バランスの取れた発達を

標榜。 

生徒に慫慂していること：愛国心と礼儀、整理整頓、勤勉、質素倹約などに関す

る良い習慣の形成と促進。 

②． HP にみる特徴的学校紹介 

     HP: www.lyjh.tp.edu.tw/ 

学校紹介の中の「学校願景」には右のよう

な生徒・保護者・教師の関係を図示したイラ

ストが見える。生徒のところには多元創新、

含群互助などの標語がある。多元的な創造性

や助け合いの精神などが掲示されている。保

                                                  
4 (1)概要については、台北市立蘭雅国民中学 HP(www.lyjh.tp.edu.tw/)より抜粋 
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護者のところには参与校務などと読める。保護者にも学校のことに関わりを持つようにと

いう掲示である。先生のところには愛心、協同合作などの文字が見える。先生同士の共同

作業などを奨励している。等々の事柄が窺える。 

 

２）． 面談内容 

面談者：校長 Ms. 呂 淑珍 

  教務主任 Mr. 洪 国峰 

  物理化学担当教師 Mr. 

  数学担当教師 Mr. 

  生物担当教師 Mr. 

①． 日本からの訪問を受けての 初の反応 

呂校長から応接のため集合してくれた先生方数名を前にして「特に、学校時代の

問題はあとあと企業や国の競争力として重大な影響をもたらす。日本からわざわざ

産業界の代表として台湾を訪れ、丁寧に視察しようとしている。我々も真摯にお答

えしよう。」とのご挨拶あり。 

本校の校長先生以下、教務主任、指導長、数理優秀クラス担任３名、本校行政職

責任者の計７名が朝８時から待機して面談対応。 

②． 数理資優班（数理優秀クラス）の紹介 

 

当クラスの沿革は 1994 年～1998 年にかけては

一般能力クラスという呼称であった。1999 年から

は制度変更が行われ、数理資優班と改訂された。志

林区の国民中学教育局では本校が唯一の数理資優

班を併設する中学である。 

③． 数理資優班カリキュラムの目標 

カリキュラムの目標は、優秀生徒の創造力、推理

力、批判思考能力を開発してその潜在能力を多元的に

開花させることにある。同時に優秀学生の自ら学習し

ようとする力や心身の健全な発展育成を図り、健全な

人格を育成する。 

④． 数理資優班の特徴 

本クラスの特徴は、学習内容が校外学習や社会団

体、独立研究など多元的で、活発、多様な学習方法を

採用し、広く深く学習する。生徒は校内外の多元的な
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チャネルを通じて活き活きと活動に取組み、学習内容を深めている。独立学習は科

学の基礎を尊重し、先生がずっと全方位で生涯にわたって生徒を指導する。仲間と

チームを組みながら学習する。指導する教師はいずれも陣容堅強である。数学には

５人、理科には２人いずれも「特優指導」

「代表指導」などのような肩書き付きの先生が指導している。資優クラスは教育部

の教学卓越奨を獲得した。 

 

⑤． 数理資優班カリキュラムの内容 

資優クラスのカリキュラムについてみると次の通り。 

中学１年生 中学２年生 中学３年生 
冬休み探索キャンプ

(１月下旬、生徒による実
験と独立研究の芽) 

独立研究 
夏休み探索キャンプ 

(７月科学活動) 

数理抽理課程
独立研究 
校外参訪 

数理雌雄転導 
独立研究 

成果発表会 

数学は１週間５時間、特別なカリキュラムがあり、授業以外の問題解決の方法に

ついての講義を行う。 

物理は物理化学を１つに括って理化と呼ぶ。物理と化学

は分けていない。７年生は生物を１週間に３時間、８年生は

理化を同じく３時間、地学を１時間履修する。物理も実験を

する。全校的に毎年科学コンテストがある。実験などは放課

後を利用している。生徒が登校して研究するコーナーを設け

るなど研究する風土づくりに腐心している。こんなに努力し

ても向かない生徒は向かない、そういう生徒もいる。 

高校進学のためには物理、化学、生物が必要だが、とく
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に物理化学の占める割合が大きい。入試は国語、英語、数学、科学（生物、理化）、

社会の各科目を受ける。 

【独立研究】 

ここでいう独立研究とは数学と理化～物理と化学、生物の３種類があり、余暇の

時間に行われる。昼休み、放課後、夏冬休みが当てられる。生徒の興味や能力に応

じて教材が用意される。推理思考、実験観察、研究発展などを通して生徒の科学研

究能力が培養される。グループで学習して一歩一歩進めることにより「専題研究」

に至る。 

独立研究の例をみると例えば７年生（中１）でサマーキャンプの時に色の研究を

実施する。８年生（中２）では学校外訪問などを実施する。９年生（中３）では総

まとめを行うとともに成果発表会で発表する。 

特に数学と物理化学のカリキュラム概要で注目されるのはその学年の学習進度

に応じてカリキュラム設計を深めたり、広くしたりするようにすることと実験精神

と推理訓練を重視することという点である。科学的能力と興味の育成に務めており、

問題解決の能力を鍛えている。７年生（中１）から面白い実験をやらせ、生徒と一

緒にテーマ探しを行う。問題を発見し、独立研究をする習慣の育成に力を入れてい

る。 

また先生方は冬休みにチーム活動を行い、数理の各科目について学年毎に徐々に

その内容が広くなりかつ深まるように工夫するようにしている。 

【校外参訪】 

校外参訪とは英語では Active participation and cooperative learning のこと。 

数理資優クラスの独立研究は毎年一冊の冊子となって刊行される。 

 

 

 

⑥． 優秀クラスの概要（数理資優班） 

８年生（中２）からは「抽理上程」といって普段はクラスが一緒であるが、数理

の時だけクラスを分離して優秀クラスとして授業を受けさせる制度がある。 

発行 台北市蘭雅国民中学数理資優班 

発行人 呂淑珍（校長先生） 
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優秀クラスには数学と物理化学と

生物の３つがある。余暇の時間（夏・

冬休みなど）に生徒の興味に応じた前

述の独立研究をチーム別に行う。どの

クラスも思考活動、資料収集・分析、

先生との討論、論文執筆という課程は

共通である。昼休みの時などにも普通

の生徒が休んでいるときに優秀クラ

スの生徒はより高度な教材について

教育訓練を実施する。 

優秀クラスは多元的な探索活動を

行うようにしている。数学コンテスト

については生徒間の対話を行ったり、

OB のエリートに来てもらって座談会

を催したり、サマーキャンプに参加し

たり、校外活動に参加したりする。成

果発表会では先輩との質疑をとおし

て、経験知見の共有化を図る。 

保護者とは交流会を行い、教育の

円滑化に留意している。保護者は協力

会を組織している。必要な支援をしてもらっている。保護者とのコミュニケーショ

ンは特に重視している。都度バックアップをしてもらっている。 

優秀クラスというのは既に小学校からある。中学はそれを継続する意味で実施し

ている。小学校では一般の優秀な児童を集めたクラスであるが、中学では数理の優

秀な生徒を集めてクラスを編成する。選ばれない生徒は当然出てくるが挫折を経験

させることも必要である。児童が自分を知る機会として実施している。 

⑦． 数理資優班カリキュラムの学習成果 

本校は第 44 回台北市中小学科学展覧会総成績で数々の受賞をした。数学類では

特優１件、優等１件、入選２件、物理類では佳作１件、化学類では佳作１件、生物

類では入選（団体合作奨）１件、佳作（団体合作奨）１件などである。先生には賞

状を授与した。 

2008 年の国際数学オリンピックで金メダル、2010 年国際物理オリンピックで金

メダルを取っている。建国高級中学に進んだ卒業生は高校の３年間オリンピックに

出場し、３年連続金メダルを受賞した。この後もこの記録は破られておらず、空前

本校生徒による独立研究のテーマ 
上段：生物、下段：物理化学 
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の記録である。渡米した後も大きな賞を取った生徒がいる。こういう卒業生は「傑

出校友」という称号を授与している。 

 

⑧． 数理資優班（数理優秀クラス）

の選抜方法 

全ての生徒を対象として実

施する。７年生を対象に 30 名を

募集する。８年生になるとき組

の組み替えでほかのクラスに移

ったりや転校したりする生徒も

出てくるのでそのときは３名ほ

ど追加募集を掛ける。 

応募条件についてはＨＰの

ウェッブ上で公告し、基準とな

る条件に合致した選考対象とな

った生徒から選考する。条件に

合致した生徒は書類を提出して

理科と数学のテストを受ける。１回目の試験の後２回目は理科や数学の手を動かす

実験などを行う。生物は面接を行う。その結果は教育部に報告する。教育部では専

門の鑑定委員によって審査し、パスした生徒の名前は公表される。その後親に連絡

する。競争は厳しいので「公平公明」を旨としている。公表は台北市の教育委員会

による審査を踏まえて決める。 

選ばれなかった生徒については、関係者は十分配慮している。小さなカードを渡

し、引き続き努力するよう申し添える。心理的なフォローをしている。 

⑨． 先生方の負担 

中学生とはいえその内容は相当難しいのでその難しさに耐えられないと受けら

れない。先生もそれに相応しいだけのトレーニングを受ける。先生は半年の研修を

行い、自分の方向となる専門性を見いだす。本校は台湾では一番優秀な先生方が揃

っている。優秀クラスは余暇時間を使うので夏・冬休み、お昼と休まずに指導に当

たる必要がある。先生の負担も相当なものである。（不平不満はない模様であった。） 

しかし、単なる天才にはしたくないので心の発達を重視している。社会への奉仕

など普通の感覚を備えて欲しいと願っている。授業もそのように心がけている。優

秀クラスの先生と生徒の関係は昔の「弟子」と「師匠」の関係に近いものがある。 

本校生徒による独立研究発表の一こま 
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優秀クラスは受験が目的ではない。あくまで生徒の興味を深めることが目的であ

る。先生たちはお互いに学び合い、よりよい教育方法を模索している。このような

先生たちの努力のおかげで本校の目指している教育のやり方は間違っていないと思

っている。生徒の研究の内容はすばらしいと思う。 

（2）． 台北市立南湖国民小学 

 

１）． 概要5 

     

①． 本校 HP の特徴的学校紹介 

 http://www.nhps.tp.edu.tw 

本校は台湾で も優れた小学校の一つで特に未来教室という ICT を駆使した特別

教室と天文学に力を入れていることで有名な小学校であり、プラネタリウムを備えて

いる。プラネタリウムのあるとなりの部屋には体重計がいくつもあり、それぞれ地球

上、月の上、木星、火星、土星などほかの惑星にいくと体重計が異なる重さを示すこ

とが実際に体験できる設備が置いてある部屋があった。 

 

２）． 面談内容 

面談者：校長 Mr. 蕭 福生 

    主任 Mr. 鄭 盛元 

    施設主任 Mr.  

    教務主任 Mr.  

    保護者多数 Ms.  

 

①． 保護者の会 

保護者の会があり、地域で基金を作って小学校の保護者活動をするための教育を行

う。その教育を受けてきた人たちがボランティアとして学校の先生の指導の下、数々

の教育補助活動に携わる。この教育は地域単位で保護者を集めて講習会を実施するも

の。母親たちは学校の先生の手が回らないところを手伝う。 

訪問時は竹籤と紙で月の模型を製作しているグループ、「てるてる坊主」に似た児

童の学習向上を願う人形を製作するグループ、天文教室で作業するグループが活動し

ている様を見ることが出来た。また、訪問時校門に出迎えてくれた校長先生の隣には

乳児を抱えた保護者がおり、校務作業を手伝っている人の乳児の世話をしているとの

ことで、常時大勢の保護者が学校につめかけており、先生方の補助作業に従事してい

                                                  
5 (1)概要については、台北市立南湖国民小学 HP（http://www.nhps.tp.edu.tw）より抜粋 
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るとのことであった。図書館で読み聞かせという役や校内展示会の飾り付けなども保

護者の仕事である。我々が見かけた保護者は全員が女性であった。保護者による専門

の作業スペースが確保されている。 

 

②． 教師のレベル 

本校の教師陣は「堅容」とのことで先生や職員と校長先生の経営力に至るまで台北

市から数々の表彰を獲得している。校門の近くにはこうした表彰を検証する銅板

（A4~A3 位の大きさで横長）が 10 枚以上掲示されている。授業における工夫に関す

る受賞のほか、学校設備の充実度賞、校長のリーダーシップ賞、生徒の学力向上賞、

指導力カリキュラム開発賞、生徒の能力向上賞そうした銅板の 上部には本校が表彰

の全部門において受賞したことを賞する総合表彰賞（全体賞）のような銅板が輝きを

放っていた。台北で一番優秀（つまり台湾中で一番優秀）な小学校であるという。 

 

③． 未来館 

本校自慢の未来館とは IT 設備の充実した特別教室である。通常の授業とは異なる

新の ICT を駆使した授業が可能である。未来館の正面には三面の薄型液晶パネルが

あり、横にも一面のパネルが見える。その横にはモニター画面があり、授業風景の録

画や海外との TV 会議が可能な設備が備わっている。そうしたハードのほとんどは日

本製である。プラネタリウムの機器類も日本製であることが案内者によって強調され

ていた。 

科学の中でも天文は子供の理科に対する関心を惹きつける上で有効であると本校

では校長先生が中心となってそうした方向で学校運営を行ってきた。理科の優秀な先

生をリクルートして天文に関するカリキュラムを開発してきており、その成果は A4

約 150 頁２分冊に及ぶ指導書として結実している。その内容は単に天文に関する記述

ばかりではなく、世界 古の彗星の記録は周の武王が殷の紂王を討つときに彗星が現

れたという記事があることや、天文に関する漢詩を掲載してあったり、カントやアイ

ンシュタインの有名な言葉がコラムとして出ているなど幅広い内容が盛り込まれて

おり、児童の興味、関心、やる気を引き出すことを狙いによく考えこまれて編集され

ていることが分かる内容である。参照 URL をみても台湾国内のサイトに留まらず、

日本や諸外国のサイトまで幅広く検索されていることが分かる。小学校の先生が自分

で執筆されているという点が特筆されよう。熱意が伝わってくる指導書になっている。 

児童には月に一度、宇宙に関する講座を開く。１学期毎に野外活動を行う。児童は

自然と科学の中で天文の勉強をする。 

日本の小学校ともＴＶ会議システムを使って交流をしたい。どこか適当な小学校を

紹介して欲しい。現在シンガポールなどの国と実際に交流が行われている。 
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④． 小学校のカリキュラム編成 

時間数 数学 社会 理科 音楽 美術

１年生 ３ ６   

２年生 ３ ６   

３年生 ３ ３ ３ １ ２ 

４年生 ３ ３ ３ ２ ２ 

５年生 ３ ３ ３ ２ ２ 

６年生 ３ ３ ３ ２ ２ 

⑤． 理科教育に関する工夫 

理科の時間は上記以外に１時間増やして実施している。天文というジャンルは大学

の学部にはないが研究所はある。この天文という授業は本校の特色で、全ての児童に

受けさせている。本校の先生はどの先生も天文を教えられるように熟知することが求

められている。 

天文というジャンルは児童の理科に対する関心を高めるには も適した分野であ

る。本校では天文に決める前に投票を行った。その結果本校では創設以来ずっと天文

館と天文教育を中心に据えた教育を行っている。プラネタリウム、パソコンで自動追

跡可能な天体望遠鏡、銀河系の写真、太陽系の運行を動かしながら見ることが出来る

太陽を中心とした惑星の模型、各星の写真、それぞれの中国語表記と対応する英語表

記を備えている。理科の教室をみると黒板が四つに分かれており、中央の２つは左右

にスライド可能でそのしたにあるホワイトボードのシステムはタッチパネル方式で

ウェッブと接続されている。 

未来館や天文館の設備はその多くが日本製でプラネタリウムの投射装置は 1932 年

創立の高橋製作所製であった。そのほかミノルタ製、キヤノン製、ニコン製の機器が

見えた。 

未来館も天文館も入館すると児童がわくわくするような冒険心をかき立てられる

ような雰囲気を備えている。特に未来館での授業はすべて録画され、教師はそのビデ

オを見ながらその日の授業を振り返ることができ、さらに改善するための機会として

活用されているという。 

本校の教師は自ら教育方法を開発し、工夫し、実践する。国もそうした取組をきち

んと評価推奨する仕組みになっていることが 大の特徴ではないかと思われる。生活

と科学技術の関連付けに留意しつつ、環境学習では私立の天文台との交流や科学コン

テストに参加したり、地震の勉強をしたりしている。校外学習では学んだことについ

てハンコを押す。その後能力テストや実習を行う。児童には様々な環境を与え、評価
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も多元的に行う。６年生になると国の基準を元に学力テストを実施する。６年間の学

習内容を確認してから中学に送り出すようにしている。 

天文は理科の一部として扱っている。保護者による制作中の月の模型は関連する活

動の中で使用する。小学校に於ける理科は児童の興味を中心とする。高学年になると

知識を教える。そのため「社団」を作って活動を行う。「自然社団」「天文社団」など

で普段の授業ではやらないようなことを社団で行う。月に一度コミュニティに対して

天文の講座を設ける。地域への普及啓発活動を行っている。科学展覧会を開催して優

秀な作品を校外に出展する。本校はＩＴを教育に取込、普及させていくために創設さ

れた。ＩＴと教育の融合が狙いだ。２つの教室（未来館、天文館）を使って英語や数

学やいろいろな勉強をＩＴを使いながら実施している。先生も児童もＩＴ能力がある。 

日本の児童は理科が好きではないようだが、設備は日本から導入しているし、理科

の実験などは日本のサイトを参考にしている。 

本校の未来館は台北で唯一のものである。 初はこれほど良くなく、徐々に改造し

ていった。台湾のハードの優れているところもありそれは導入している。 

未来館の机は数のように児童はお互いに PC を挟んで向き合う形でグループ学習が

できるように配置され、壁に巨大なスクリーンが２方向から囲んでいるという作りに

なっている。ここで児童はネットで検索を行い、宿題をやる。 

 机  

机 パソコン
画面 机 

 机  

⑥． 理科教師の養成 

この部屋で行う TV 国際会議は全て英語で行う。師範大学ではこうした教師の養成

を行っており、一般大学でも専門的な教育をしている。そうした大学の卒業生を専門

的な知識を持った先生として採用している。先生は採用されてから講座を受け、自己

研鑽に励むなど掘り下げた勉強をする。台湾の場合、教育学部卒は先生というより学

校の行政職につく。 

本校はその特色を天文に置いているがこれは全校で投票した結果であり、これから

仮に校長先生が替わってもこの方針は変わらない。ほかの学校もそれぞれ特色がある。

IT については今の校長先生のリーダーシップにより実現した。校長先生は先見の明

があって、創設したときにすでに天文館を作った。長年の努力によって国の教育部に

働きかけ、10 年かかって整備が進んだものだ。先生の研修に力を入れることで理科

の知力を高めることができる。 
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千葉県の小学校と交流をしたことがある。（千葉市立打瀬小学校？オープンスクー

ルのことか。http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/114/ 

同小学校の受賞歴 
千葉市優秀建築賞（千葉市）受賞 平成７年１１月。
第５回生活文化大賞（日本ファッション協会）受賞 平成８年３月。 
千葉県建築文化賞（千葉県）受賞 平成８年４月。  
第４１回ソニー賞優良校（ソニー教育振興財団）受賞 平成８年１１月。  
日本建築学会賞・作品賞（日本建築学会）受賞 平成９年５月。  
第４2 回ソニー賞優秀校（ソニー教育振興財団）受賞 平成９年１１月。 

平成８～９年度千葉市研究学校・ 
千葉市インターネット活用調査研究校指定。 
平成１５・１６年度，千葉市研究指定校（学習指導）・ 
文科省学力向上フロンティア校。 
平成１６・１７・１８年度文科省子どもの体力向上実践校。 

 

 

３. 韓国訪問調査概要 

（1）. 日程・訪問先・訪問者 

１）． 訪問調査日程実績 

 午前 午後 夜 

12 月５日(月)  釜山金海空港着 打合せ 

12 月６日(火) 

市内中学校

Dongchon Middle 
school 訪問 

李校長と理科担当教

師と面談のあと、理科教

師の授業風景参観 

大邸市教育庁 Daegu 
Metropolitan Office 
of Education の小中

高担当部署と面談 

午後４時過ぎから大邸

教育大学の金教授研究室

にて小学校の教育事情、

理科教育、理系教育全般

について聴取 

国立大邸教育大学
Daegu National 

University of 
Education 

 
金先生と小学校２校の

先生方（二人とも金教授

の院生、現役教師と休職

中の教師）と面談 

12 月 7 日(水) 

大邸科学高校 

（韓国内４つのうちの一

つ） 

Daegu Science 
High School 

主に催校長と面談、教

頭先生・物理の先生同

席、校内施設見学 

釜山金海空港発、成田

へ 
帰国 
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☛本件調整役：大邱教育大学校（テグギョユクテハッキョ）、科学教育科 

金 東 煜教授  

国立大邸教育大学 Professor Dong Uk Kim  

Department of Science Education 

Daegu National University of Education 

 

２）． 訪問調査先と面談者 

 訪問先 訪問先面談者 備考 

韓国教育主管官

庁 

中等教育の理科

教育担当部署 

大邸市教育庁 

Daegu Metropolitan 

Office of Education 

・大邸広域都市

圏科学人材育成課

長 

・部下の課員４

名 

Daegu Metropolitan city 

HP: 

http://english.daegu.go.kr/cm

s/cms.asp?Menu=415) 

大学で理科教育

を専門（国際学力

比較、教育方法な

ど）とする教授職 

国立大邸教育大学 

Daegu National 

University of Education 

 

・金東 煜教授 

釜山大学にて理学博士号、九

州大学にて工学博士号 取得

（いずれも有機化学） 

広島大学にて教育学博士号

取得「韓国における小学校教師

の理科学習指導に関する分析

的研究---教師の科学観、授業

観、観察・実験観を中心として

---」 

広島大学へは夏休み、冬休み

を活用して８年間通学。 

中学校で特色あ

る理科教育をされ

ている先生 

大邸市立 東村中学校 

 

・李 英姫校長 

・理科の女性教

師金先生 

 

小学校で特色あ

る理科教育をされ

ている先生 

 

・国立大邸教育

大学の金教授研究

室に通学している

大学院生 

・女性は現役小学校教師 

・男性は現在小学校教師休職

中（現在は休職して大学院に通

学） 

高校で理科教育

に注力されている

物理の先生 

・科学英才学校 大邸科

学高校 

・催校長 

・10 年生担当の

首席教師（物理担

当） 
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３）． 訪問者 

 ２名（大阪大学 久保先生、JATIS 山藤） 

（2）. 東村（トンチョン）中学校 

（Dongchon Middle school） 

４）． 概要6 

①． 生徒数 

東村中学校の教育環境をみると、一学級に約 30 名という日本に比べ少人数クラスで編

成されている。 

1 2 3 特殊学級 計

9 8 10 (1) 27(28)
150 126 163 (2) 439
127 146 179 (3) 452
277 272 342 (5) 891

学年

学級数

男

女

計

生徒

 
 

②． 参考 本校ＨＰ上の校長先生の挨拶文 

東村中学校の教育方針をみるため、HP の校長挨拶をみると以下ようなの記述がみられ

た。正しい人格と未来をリードしていく実力を身に付けた人材育成のため、読書を通じた

自習学習力の育成や放課後プログラムの実施、メントリン学習などに取組んでいることが

分かる。 
こんにちは。   
東村（トンチョン）中学校ホームページを訪問して下さった皆さんを心より歓迎しま

す。 
私たちの学校は大邱（テグ）の鎮山（チンサン）の八公山（パルゴンサン）と琴湖江

（クムホガン）を前後にした東區芳村洞（パンチョンドン）に学びの場を捉えていて、
1979 年開校して‘自主、自律、協同’という教訓の下一万七千人余りの卒業生を輩出
しました。  

2010年グリーンスクール工事を通じて本校の900人学生たちと70人の教職員はより
一層快適で美しい環境で教育活動を広げることができるようになり、本校のテニス部
は 2010 年全国男女中高校テニス大会優勝をはじめとして過去何度も全国制覇した伝
統があります。  
正しい性格と未来社会を主導する実力を兼ね備えた人材を育成するために本校教職

員は心を一つにして情熱を注いで努力しています。特に読書を通じて自主的学習力を
育て、内実ある進路教育で学生たちの夢を育て、レベル別放課後プログラムとメント
リン学習で基礎学力伸長と教育福祉実現に 善を尽くしています。  
愛する東村（トンチョン）中学校学生皆さん!  
未来は夢見る自分の意志なのです。 大きい夢を持ってその夢の実現のために努力し

ましょう。 時間を惜しんで読書して、人を配慮して、学業に精進して立派な人になり
ましょう。 
私たちの学校ホームページが訪問するすべての方が学校に対する情報を得て、学校発

                                                  
6(1)概要については全て、東村中学校 HP（http://www.dongchon.ms.kr/html/）を参照した。 
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展のために良い意見を陳述する有益な空間になることを期待します。  
ありがとうございます。 

５）．  

６）． 面談内容 

面談者： 

 李校長 

 理科教師 Ms.金 

 

李英姫校長： 

（訪問趣旨に対する感想） 

理科教育は日本のほうが進んでいる国なので韓国より進んでいる国から訪

問を受けたのは意外であった。 

李校長の夫は京大に留学して現在は大邸教育大学の教授をしている。地球科

学を専攻している。金先生の同僚である。金先生からは夫を経由した本日の申

し込みを受けた次第だ。 

（韓国の理科教育についての私見） 

韓国は 2000 年に英才教育振興法を成立させて初等中等教育における国家レ

ベルの英才教育を始めているが、理科の基礎教育をやる人は少なく、優秀な人

は医者になろうとする。これはやはり問題だと思う。 

小中高と優秀な人は残念ながら工学は嫌い、医学部や法学部に行ってしまう。

これが実情だ。 

工学を嫌うという傾向があるため、英才教育を積極的に行おうと努力はして

いるがこういう傾向を直すのは簡単ではない。 

韓国は朴 正煕の時代から経済成長のためなら、専門大学を設けてコンピュ

ーターや工科の大学を設立して人材育成教育をやってきた。浦項工科大学以外

は立派な大学がない。理科離れ工学離れは韓国も同様だ。 

（本校の特色：読書推進） 

HP に出ている読書推進については本校は大邸市の教育庁から高い評価を受

けている。校長自身が国語の担当なので「読書力が学習力に直結する」という

信念を持って取り組んでいる。このため毎朝 20 分間読書をさせている。このほ

か図書館の行事として「ゴールデンベル」というのをやっている。これは４つ

の課題図書を指定し、読んでもらって感想文を書かせ、コンテストをやって 100

名を選抜する。このような行事をやることで生徒の意欲を高めている。 

（本校の特色：水準別放課後学習） 

正規の教育とは別に課外授業の一つとしてやっている。多くの児童を対象に

しており、中身は①普通の課程の延長とそれとは別の②特別な授業と二通りの
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指導を行っている。参加者は標準よりも低い学力の生徒を１クラス 20 名集めて

学力アップを図っている。全国をみても基礎学力未達児童の比率が も低いレ

ベルになっている。 

（本校の特色：メントリン学習） 

メントリン学習については大学の学生との協同教育で大学生がボランティ

アで参加してくれている。３～５名の生徒に対して大学生が１：１で付き、家

庭教師という感覚でやっている。家庭の事情で塾に行けない児童や経済的に恵

まれない児童を対象に実施している。この学習によって、学力の低い生徒のみ

ならずあくまで生徒が自ら残って大学生の教えを受けたいという児童を集めて

やっている。 

この制度はあくまでも機会平等が狙いだ。どちらかというと先生から生徒に

声を掛けて、参加させるようにしている。 

できる子には英才クラスを用意しており、20 名位のクラスだがでそういう

クラスの子にもメントリン学習をやらせている。 

（本校の特色：水準別学習） 

水準別とは２つのクラスで 70 名いると先生を１人追加してクラスを上中下

に分けて教育する。このやり方は英語と算数で実施している。下のクラスは 12

名以内で先生が個別指導している。エリート教育とは別である。 

（本校の特色：時間割とメントリン学習） 

１日は６時間ある。一週間に一日だけ７時間という日がある。放課後に行う

がその後はメントリンの大学生が学校に来て教える。メントリンの大学生は大

学と提携したり、一般募集したりして集める。芸術系は芸術専門大学、４時に

放課後が終わると塾に行く生徒が多いが、行けない児童はメントリン学習を受

ける。大学生の専攻は学生から希望科目を申し出てくる。理科も対象になる。

学生はこの科目を教えたいといってくる。大学はこういう学生のボランティア

を認めている。メントリンのやり方は大邸のみかどうかについては明確な資料

はないが個人的な感触では大邸が先を行っていると思う。ほかが大邸を見習っ

たという実感を持っている。 

理科教師 Ms.金：  

（自己紹介） 

自身は韓国教育大学で「地球科学」「共通科学」を専攻した。共通科学とは

物理、化学、生物、地球科学の四つを指す。中学で理科の先生やっているのは

共通科学を専攻しているから教えることができる。 

（本校の理科教師の構成） 

理科の先生はほかにもいる。物理専攻、生物専攻、化学専攻、地球科学専攻

がおり、それぞれ副専攻を持ち、共通科学を教えている。 
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（理科教師の副専攻性と共通科学） 

共通科学の中には実験と講義があってそこで両方とも履修している。教師に

なってからも実験の研修が必修になっている。自身もその研修を受けてきた。

その研修を受けなかったからと行って先生になれないわけでもない。そういう

意味では必ずしも受けなくても良かった。自分は自信満々ではなかったので受

けるべきだと思った。研修を受けないという選択肢は考えなかった。 

李英姫校長： 

（教師の資格） 

先生の資格は小学校と中学校とでは別の資格である。中学と高校の免許は共

通である。 

李校長も中高の両方で教えた経験を持つ。教育大学を出ると小学校の教師に

なり、師範大学を出ると中学と高校の教師になる。 

数年前は小学校の先生が足りないという事態が生じた。これは小学校教師の

退職年齢が繰り下がったために起こった。そこで中学高校の先生が研修を受け

て小学生を教えるという事態が生じた。一時的な現象で今はそういうことはな

い。 

（受験勉強と本来の教育との葛藤） 

昔は塾という私立の教育が公教育をサポートしてきたが今や逆転して公的

な教育を凌いでしまっている。父兄が私立教育に対して信頼感を持つに至って

いる。塾でやったことを学校でまた教わるのかという事態が生じるので先生と

してはやりづらいことである。児童がまたかという感じで受けるので興味が薄

れやすい。先生に対する尊敬心が薄れていく。資格試験の数十倍から数百倍と

いう競争を勝ち抜いてきた先生がやりづらくなってきた。 

（エリート教育） 

エリートの対象は教育課程開発院というところで英才性検査の試験合格者

のみを選抜している。今年は 11 月９日に全国で実施された。過去問などは一切

公表されない。英才性試験を作成する人は絶対に外部に漏らさない。箝口令が

敷かれる。外部に漏れないのでだれも対策を打てないようにしてある。IQ テス

トとは違うものだ。 

英才性試験でも理科は実験中心だが数学の場合はもう一歩先へ行く。レベル

が上だ。教育委員会か英才開発院で試験を受ける。テグ教育大学でも英才開発

院でも受けられる。希望者のみ受ける。ある点数以上の人が合格となる。 

英才性科目とは通常の科目の中の語学、数学、理科、音楽、体育で特別な教

育をやっている。東村中学ではテニスが有名で全国のベスト４に進出し、銀メ

ダルを獲得した。 

英才は教育は教科を絞ってやるわけではないが、強化科目は学校毎に異なる。
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本校は数学と理科を対象としている。ほかは数学と語学を対象としている。エ

リート教育は数年前からかなり一般化してきた。全ての学校の 1/3 が導入して

いる。これは 10 年前にエリート教育が法制化されたためだ。むしろ小学校の

ほうが中学校より一般化が進んでいる。 

（理科教育の難易度上昇） 

理数科目の教えている内容は昔と比べて難しくなっているのか、それとも優

しくなってきているのかどちらかという質問に対しては、理科はかなりレベル

が上がってきている。理科は授業のやり方の研究が進んでいる。 

数学はあまり変わらない。 

英語では特にネイティブ・スピーカーを先生として採用しており、英語の先

生に強いプレッシャーがかかっている。１週間に１回ネイティブの先生と一緒

に韓国人の先生が一緒に授業を行う。そのときは補助の立場になる。 

（飛び級） 

飛び級はあるが実際にはほとんどやっていない。法的にはあるが評価するの

が難しい。 

 

理科授業を見学した際の所感についてまとめると以下の通りである。 

（理科授業の見学） 

訪問した理科教室では生徒が６つのテーブルに６人ずつチームを組んでな

にやら議論しあっていた。６つのテーブルごとにそれぞれテーマが決められて

いる。我々の直前の３つのテーブルでは「ほくろ」「血液型」「色覚異常」とい

うテーマが張り紙で表示されてあった。 

テーマ毎の議論のための時間が過ぎる（ホワイトボード上に時計が映し出さ

れていた）と先生が議論の終了を宣言。同時に生徒がバラバラと各自の元々の

テーブルに異動する。 

今度はそのテーブルで各自がそれぞれ与えられたテーマについて同じテー

マ同士のテーブルでの議論してきた成果をほかの仲間に発表する。ほかの５人

もそれぞれのテーマに関して発表しあっていく。 

自分の責任テーマの学習を真剣にやっておかないと仲間に教えられなくな

る仕組みになっている。どの生徒も活き活きと輝いて議論に参加しているよう

に見えた。 

- 138 - 

 
  



---139--- 
 

 

（3）. 大邸広域都市圏 教育庁 

（Daegu Metropolitan Office of Education） 

 

７）． 概要7 

大邸広域都市圏における教育機関の教科書事情についてみるため、教育長の HP をみる

と以下のような記述が見られた。ICT の活用が進められていることが分かる。 

小学校：教科書と「実験観察書」(ワークブック)を使用、自作プリントも多用 

中学校：各学年 1 冊の教科書 

教科書編集上の工夫：興味関心を喚起させるためカラー写真やイラストを多様、図表も

多く載せられている。しかし写真やイラストに対し、現実感が足りない・身の

回りのものを多く乗せるべきとの指摘や要望あり 

ICT の活用：国の「科学室の現代化」により設備が推進 

 

８）． 面談内容 

面談者： 

 大邸広域都市圏 科学人材育成課 李課長 

 部下４名 

（韓国の 近の教育指導方針の転換） 

学力の平準化をやってきたのでエリート教育が必要になってきた。 

“教授”中心の講義から、討論したり共同学習型の授業へと変化を促してきた。これ

は生徒が自ら学ぶという学習指導方針への大きな転換を行ったことになる。但し、この

２つの教育指導についてはそれぞれ長所短所があるので悩んではいる。 

（生徒の学習評価について） 

評価についても従来は試験中心主義であった。 近は質的なこと、生徒が持っている

考え方、インタビューや面接をして生徒の知識をみて評価するようになり、量的な評価

と質的な生徒の評価の双方のバランスを取るようにしている。 

試験の結果だけで正しい評価ができたのかどうか、本当に生徒が考えていたのかを面

接して確認する。時間がかかるのは確かである。こういう風に量的な評価から質的な評

価に変わっていく。どちらもバランスが必要だ。 

                                                  
7 (1)概要については全て、大邸広域都市圏教育庁 HP

（http://www.dge.go.kr/main/index.do）を参照した。 
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（過去の平準化政策の評価について） 

従来やってきた平準化方針は学力の低いレベルで平準化してしまったので全体の学

力レベルが低下してしまった。現在学力の底上げの方法を模索しているところ。 

（生徒の理科離れについて） 

科学に興味がない生徒が多いのが問題。しかも科学ができる子ほど医者を目指そうと

する。 

現在医学進学のコースについては大学に４年間通ってから医者になる道が開けた。メ

ディカルスクールだ。化学、生物、物理を履修してから医者になる。 

（生徒の物理離れと入試） 

物理は学習する生徒が減っている。物理は難しいので高校で履修されなくなっている。

大学入試では理科は２科目とればいい。生物のⅠ、Ⅱ、化学がねらい目になっている。

３～４つ受けて一番高い点数の科目をとればいい。ソウル大は理科３科目を課している

が、ほかの大学の場合、理科は２科目でいいことになっている。やはり物理は数学がネ

ックになっている。 

（理系大学） 

サムスン、LG の技術者はほとんどが博士号を取得して研究員として入社している。

大学ではソウル大、延世大、高麗大、KAIST、浦項工科大、蔚山科学技術大学、釜山大

などがある。企業は優れた大学の卒業生に入社してもらいたいと思っている。サムスン

に入れるのは工学系では第１に KAIST、ここは学部と大学院がある。ついでソウル大、

延世大で博士号を取得した後に入社する。 

明日訪問する科学高校は２年で修了して KAIST などに進学していく。 

（大学入試における物理選考度合い） 

高３になると大学入試があるので理科は科目を選ぶ。物理を除いて選択する生徒が多

いのが実情。ただ、センター試験のためにではない。センター試験は四つ受けて上位２

科目を採用してもらえる仕組みだ。点数を取りやすいのを選び、取りにくいのは敬遠す

る傾向がある。大学でも物理をやるのだからそういう条件を付けたいところだが、条件

を付けると優秀な学生はほかの大学に逃げてしまう。だから条件付けできない。 

（小学校の理科教育） 

韓国の小学校の理科教育は世界的には高いレベルにある。しかし、中学から高校へと

すすみ、センター試験になると物理は特に敬遠されてしまう。 

（高校の種類） 

韓国には普通の高校と科学専門の科学高校、さらに両者の丁度中間に位置づけられる

科学重点学校が全国に 100 箇所ある。 
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（理系選好支援策） 

理科系の大学を選んでもらうために「10 万名の理系学生育成計画」というスローガ

ンがある。これは昔の豊臣秀吉の出兵によってひどい目にあったときに 10 万名の兵士

を養おうとしたときの故事に習って掲げられたスローガンである。 

（物理選択が低迷していることへの対策） 

科目の選択は学生一人ひとりの意思による。物理を学生に押しつけることはできない。

教育庁としては先生たちの組織に対して面白く優しく重要性を説く、少しでも興味が持

てるように工夫するる程度が関の山である。 

（英才教育についての社会の反応は） 

韓国の社会自体が拒否反応を持っていない。できれば自分の子を英才の対象にしたい

と願っている。そのための努力は惜しまないというのが多くの親の気持ちだ。20～30

年前から国の政策として英才教育を進めてきたので英才高校も科学高校を含め、体育、

音楽、語学とベースが整ってきた。 

（科学高校などの英才高校） 

英才教育は国家目標として全国の学生の 2.4%～2.5%が対象となり、将来的には 5%

に拡張して行きたいと考えている。国からも積極的な支援を受けている。科学と数学が

中心であるが受けようとする生徒は無条件に勉強しようと考える立場にある。 

科学高校は生物、化学、物理、地学を必ず履修する。それが科学高校の特徴。大邸教

育大学の付属小学校では科学と数学、ICT,美術、音楽の英才クラスがある。 

（飛び級の実態） 

早期就学制度は５歳児から入学できる制度で 1997 年から開始された。普通は法的に

は６歳児からである。ここ大邸ではそういわれても思いつかない。一端入学すれば飛び

級制度はあることはあるが珍しいケースであろう。校長先生がきちっと判断できれば認

められるが一般的な制度とは言えない。 

（物理を優しく面白く教える教師研修会） 

教師の各世代毎に小学校から高校まで各単元毎に例えば「電気」とか「運動」とかに

ついて小学生なりに中学生なりにという風な具合にどうしたら興味を持ってもらえる

かというようなことも先生たちが研究をして報告書を上梓する。それをほかの先生方に

も広げて行こうとしている。 

 

---以下、我々の質問（韓国の教育制度の概要、科学教育の基本方針と特徴、目標とする科学

教育の方針と対策）に対する教育庁による回答文（全文ハングル語、通訳者により翻

訳）--- 
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（科学高校設置の目的） 

科学エリートを初期の段階から発掘し、知識基盤社会をリードする創意的かつ高級科

学頭脳を養成すること。 

（科学教員の教育・育成・確保のための方策） 

任用された科学教員の教育は各種職務研修（授業方法改善など）と個別研修を実施し

ている。小学校の教員育成については小学校がある市と県にある教育大学や小学校があ

る大学で養成しており、中学校教員は師範大学と一般の大学で教職履修を通じて養成し

ている。 

（科学教員確保のための方策） 

小中学校は教科の時間数に応じて教師の定員が定められており、高校の場合は生徒の

選択教科によって定員が定められている。 

（科学の教科書の執筆者） 

大学や小中学校、高校の教師が執筆している。一般出版社で編纂された教科書が教科

書の「教材部」の長官によって定められた検定に合格すれば検定教科書となる。 

執筆方針は「教育科学技術部」で関連機関と学会等の意見を踏まえ、さらに校長会で

審議され、教育課程運営方針とされる。執筆者はこの方針にしたがって執筆する。 

（科学の中における物理の位置づけ） 

物理、化学、生物、地学については実験観察基準は小中高と学校別に基準を定めて運

営している。理科の中で各科目はどれが重要とかどれを 初に教える必要があるとかそ

ういう議論はしていない。重要度はどれも同じであり、特定科目を重視するということ

はない。 

物理の教科書の中で社会や職業・産業との関係性について触れているかについては、

ある程度の配慮がある。例えば物理の教科書と産業・技術分野とのそれぞれ内容が整合

するように少しずつ関連づけ、繋がりを付けるようにしている。物理で電気をやるとき

には電力の発電所と結びつけるなどである。 

改訂後の融合科学という教科書は物理、化学、生物、地学の四つを一つにして共通科

学として編集した。いわば Science Technology Engineering をひとまとめにしたよう

な内容だ。１年生が履修する。２～３年生は物理、化学、生物、地学の各教科を履修す

る。 

（初等教育に占める科学教育の位置づけ） 

A．理科の教育方針は「自然現象と事物に対して、興味や好奇心を持ち、探求し、科

学の基本概念を理解し、科学的思考力を創意的問題解決能力を伸ばし、日常生活の問題

を創意的かつ科学的に解決するにおいて必要となる科学的思考を養う」ことにある。 
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 科学の基本概念を理解し、自然現象を日常生活の問題解決にを適応する。 

 自然を科学的に探求する能力を伸ばし、日常生活の問題解決にこれを活用する。 

 自然現象を科学学習に対する興味と好奇心を伸ばし、日常生活の問題を科学的に

解決しようとする姿勢を養う。 

 科学技術、社会の相互関係を認識する。 

 

B．カリキュラムとその運用については年間学習計画どおりである。 

区分 年間学習時間数 理科の時間数 物理の時間数 

小学校 ３～４

年 
2040 ＠102×２学年  

小学校 ５～６

年 
2244 ＠102×２学年  

中学校 １～３

年 
3434 102+136+136  

高 校  １年 1224 136(+34) 34 

高 校  ２年 1190 272 68 

高 校  ３年 1190 306 102（選択） 

 

C.高校の授業の中における生徒の反応と取組姿勢については大学で理科を専攻した先

生が教えており、学校毎に特別のプログラムで大学や企業などの講師を呼び、講義す

る場合がある。 

D.実験・観察などには教師に対する訓練も必要だが、小学校、中学校の場合、理科の教

師は５年程度毎に長期休暇をとり 60 時間ほどの実験研修を受けている。 

E.小学生の反応については韓国の小学生の理科の授業に対する反応は非常によい。授業

方法は主に実験を中心とした授業を展開している。高校の場合も実験主体である。 

F.高校への進学とその条件であるが、高校は普通高校と職業高校がある。実業系高校に

進学する生徒は前期先願募集を通じて選抜する。人文系は通常の後期学生募集で選抜

する。人文系は普通の高校で外国語も含まれる。人文系と職業系の比は７：２程度。

人文系は選抜試験をやっていたが、今は人文系高校（進学校）への進学のための試験

はなく、中学の内申で進学する。内申が“90%のなか”に入らないと進学できない。

10%は不可となる。内申の順番が１番から 90 番までが人文系に、残りの 10 名が実業

系に行く。 

G.理科のウエートと生徒の興味については、理科の授業の もいい形態は、教師と生徒
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を対象とする調査に依れば「実験授業」が も好まれるという結果が出ている。高校

への進学のための試験ではなく、昇級（学年を進める）の場合も前の学年の課題を 2/3

クリアすれば良しとされる。 

H.中学の理科の授業は科学の教師のみが教えており、学校により高校や大学から講師を

招聘する場合もある。理科の授業の中で実験の授業は学校毎に差がある。教科書の中

の実験はほとんど実施している。 

I.大学への進学条件と進学率及び理工系への志願傾向については、人文系高校の場合、

ほとんど 100%が大学に進学する。実業系高校の場合、70%程度が大学に進学する。 

KAIST、浦項工科大、蔚山科学技術大学など工科大学中心に構成された大学への進

学の場合、普通校の 上位圏の学生が主に進学しており、科学高校の生徒の場合、70%

がこれらの大学に進学する。 

入試の内容は①高校の内申、②大学の修学能力試験、③入学の査定官の専門的面接

評価の３つを通じて判定。このうち理科のウエートは一般大学の場合、内申と大学修

学能力試験の中の科学探究領域（物理、化学、生物、地学）の中の３科目の領域各

50 点満点の点数をもって行うが学校による差はある。学校毎の典型要綱（募集要領）

を通じて公示される。 

KAIST、浦項工科大、蔚山科学技術大学などの大学の場合、理科に対する比重が一

般大学に比べ高い。 

J.文理選択については、文理の区分は一般高校の第２学年に行う。志望動機などについ

ては、結局理科を好きかどうかにあり、理科が就職に有利だとかいう選択はほとんど

例がない。しかし理科が嫌いでも挑戦する生徒や将来の進路や就職のために理科を選

ぶ生徒もいる。 

文理の人気度はだいたい文系６：理系４、女子は文系を選ぶ傾向がある。 

K.具体的な理系誘導策については特に有効な対策はみられない。将来就職に繋がるとか

進路教育を多く施してはいるが優秀な学生のほとんどは医系を希望する。 

L.産学連携の取組については、特殊な目的学校（科学、外国語）の場合にはある程度産

学官連携プロジェクトを運営しているが、一般高校の場合、ほとんど関連づけられて

いない。 

M.留学希望者については正確な統計はない。留学を希望する生徒は多く、父兄の経済力

との関係が強い。 
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（4）. 国立大邸教育大学 

（Daegu National University of Education） 

 

９）． 概要8 

①． 沿革  

「誇り高き歴史を持つ大邸教育大学」 

1950.03.25 大邸国立師範大学創立 

1962.03.01 慶北国立大学付属の師範大学として認定 

1963.01.01 大邸師範大学に改名 

1982.03.01 教育法付則第 2 節第 6 項の下、4 年制大学へ改組 

1993.03.01 大邸教育大学に改名 

1995.11.10 教育大学院設立 

2000.03.25 大学創立 50 周年 

2000.12.29 2000 年教育部 内部イノベーション分野で第１位 

 

②． 国立大邸教育大学科学教育学部の教育目標 

同大学の科学教育学部の教育目的をみるため、学部のHPをみると下記の記述があった。 

科学教育学部は生徒が自然現象のルールと秩序を理解し科学的手法を修得することがで

きるように、科学的知識とその方法を教えることのできる小学校教員の底上げを目標として

いる。 

 
１０）． 面談内容 

面談者：国立大邸教育大学 科学教育部 理学博士・工学博士・教育学博士 

金 東 煜 教授 

 同教授研究室にて 

金先生がなぜ３つも博士号を取得したのかについて、以下のような回答があった。

元々釜山大学で有機化学を専攻し、そこで博士号を取得した。その後、九州大学で携帯

用画面の表示装置 OEL(有機 EL)の研究をして博士号を取った。それをベースに韓国 LG

の研究室に入ったが、大邸教育大に研究室ポストがあったのでここに移った。教育大学

にいるということで教育学もやることにした。夏冬の休みを利用して広島大学に８年通

い、教育博士号を取得した。 

 
（小学校の教科担当） 

                                                  
8 (1)概要についは全て、国立大邸教育大学 HP（http://english.dnue.ac.kr/）を参照した。 
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小学校の教科担当については、体育は学級担当がそのまま実施する。理科や英語は専

攻の先生もいるが普通は教科担当が行う。倫理や国語を担当していた人も理科を教える。

教員は男子が比較的多い。 

（大学の入試） 

入試の方法は試験成績の評価で行う。試験には文科と理科がある。理科は難しいので

平均点は文科より低くなる。教員採用は点数の高い方を採るので文科のほうが有利であ

る。センター試験は一夜漬けのようなやり方では点が取れない。 

（小学校の理科授業日韓比較） 

視察をした印象を述べると日本は実験をする先生が多かった。韓国は実験をする先生

が日本より少ない。（～そういう学校だけみてきた可能性がある）日本の先生は教科書

通りに“堅く”授業をしているが、韓国の先生は教科書通りにしないので実験をやらな

い。韓国は子供中心のため“やわらかい”。実験をするときには安全の問題があり、気

を付けて行うことを求められる。実験は敬遠されがちになる。先生が個人個人で自分で

考えて実験をとばすことがある。 

小学校の実験器具は足りないので、集まって行う。実験室の場所が少ないので実験室

を確保することが難しいときもある。 

（訪問予定の科学高校について） 

科学高校では大学の教授が来て教えたり、科学高校の生徒が大学の研究室に通ったり

する。大邸市の科学高校では例えば１週間、大学から来て教えている。 

（金教授の博士論文） 

テーマは「韓国における小学校教師の理科学習指導に関する分析的研究---教師の科学

観、授業観、観察・実験観を中心にして--」の p40 にある科学的リテラシーについての

説明を受ける。 

（理科カリキュラムの内容） 

韓国で改訂告示された理科カリキュラムにおいても「科学的思考力や創意的問題解決

力を育てて日常生活の問題を創意的に科学的に解決するために必要な科学的リテラシ

ーを育てる」（韓国教育部 2007 年）とある。現在、韓国では小中高と子供の科学的リテ

ラシーを育成することを理科教育の目的にしている。 

韓国の理科カリキュラムでは「理科はこの知識体系と、自然を探求する科学者の活動

までも包含する。理科教育はこのような特性を理解することが目的である。このために

子供には理科の基本概念を理解して、科学的探求能力を涵養することが重要である。と

ともに正しい科学的態度と科学の本質に関する正しい理解も重要である」と述べられて

いる。 

理科のカリキュラムと理科の授業で主な科学の本質の構成概念として科学的知識の
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暫定的、実証的、主観的、創意性、社会・文化的影響、観察と推論の区別、科学的理論

と法則の関係という７つの要素が提示されている。 

従来の韓国の理科教育は科学の本質ということを考慮していなかった。アメリカはこ

の科学的本質を重要なものとされていた。 

（平準化の背景と問題点） 

韓国の高校における“下”への平準化は親などの熱意によって推進された。学校外の

“学院”や“塾”にお金がかかりすぎる。自分の生活費用が賄えなくなってしまった。

ということから平準化を図ることになった。 

平準化をしたところ、満点を取った生徒はそれ以上には勉強する必要性を感じなくな

る。ほかの科目に目を向ける。つまり平準化を図った結果、授業内容が難しくないので

“さらに勉強しようとしなくなる”という点が問題にされるようになった。 

（学力低下や地域差解消のための対策） 

この場合、家庭にお金があれば塾とかに行かせて補うことができる。しかしそうでな

い家庭の子供は困る。教育が同じレベルの子を集めて補修するとか、学力が低くとも生

徒を受け入れる枠を大学に設けるなどの施策を実施した。学力の地域差をなくそうとい

うことでそういう生徒を何％取るというような枠を大学が設置した。 

（特別な才能者のための対策） 

特別な能力を持つ人は大学の枠外で取る。○○大会で賞を取った人、科学で賞を取っ

た人などである。例えば日本でも数学オリンピックで入賞した生徒は阪大や千葉大に校

長推薦によって入学できるがそういう制度が韓国にもある。 

韓国には総センター試験のような国家レベルの入試制度がある。もう一つ高校で行う

試験がある。どちらをどの位という比率は大学により異なる。その高校のレベルを勘案

して決めるが学力評価が大事である。60 万人が受けると満点が 10～20 人出る。 

（入試と物理） 

入試は英数国理社の5教科であるが、理科はベストの成績から２つ採用してもらえる。

従って生徒の中には物理を取ろうとしないのが出てくる。 

（理科の中の物理人気） 

理科は高１では全員が履修する。どの科目で入試に挑戦するかは生徒が自ら希望する。

やはり生物と化学が人気だ。物理はその次ということになる。物理は数学好きが選ぶ。

地学は人気がない。 
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１１）． 院生（小学校の教師）との対談  

対談者： 

 国立大邸教育大学 科学教育部 理学博士・工学博士・教育学博士 金 東 煜 

教授 

 金研究室の大学院生二人 

（１人は 20 代女性現役小学校教師で教室で教えながら授業外の時間に金研究

室に通学、もう１人は 30 代男性で小学校を休職中の教師でいずれも金研究室に

おいて小学校における科学教育についての修士課程に在籍中） 

 

勤務する小学校に日本から幼稚園の先生が視察に来て、日本のゆとり教育を嘆いていた

との話から小学校教育の実情やその中での理科教育の話を伺った。 

（理科を担当する教師） 

小学校では全ての教科を教える必要がある。先日日本の幼稚園の先生方も日本の先生

は何から何まで教えなければいけないスーパーマンだといっていたが我々も同様だ。小

学校では英語や体育、美術のような特別な教科は専任がやっているだけだ。 

（小学校教師が修士課程を履修するわけ） 

金研究室で修士を取ったからといってそのこと自体は何も生まない。利点は何もない。

あるとすれば父兄が高学歴を教師に要求するので先生が見下されることを回避する意

味はある。今は父兄が高学歴化して学歴の引け目を教師に対して感じなくなっているの

でわれわれもさらに学歴を付けて一目置かれるようになろうというわけだ。父兄から向

上心をもとめられるという風潮がある。 

（小学校教師の仕事） 

韓国では教科の授業とそれ以外の時間もコンピュータの導入が進み、事務的な仕事が

だんだん増えている。担任は直接相談やカウンセリングもこなす。父兄に電話してカウ

ンセリングを行う。場合によっては来てもらうこともある。専門の相談官がいてそうい

う人にお願いすることもある。 

カウンセリングというのはアジア的な風土の中ではなじまない。精神異常などのマイ

ナスのイメージがつきまとう。 

教育委員会への報告など公的機関への報告もある。国会議員から調査を受けて無理矢

理やらされることもある。 

（残業と生徒指導） 

残業は多い。子供はいうことを聞かない。いじめの問題はない訳ではないが先生は対

応したがらない。いじめは日本以上にひどい時期があった。依然として問題としては存
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在しているが、パソコンや携帯が普及しているのでコンピュータ中毒が新たな問題とし

て浮上している。 

（小学生とゲーム） 

小学生がゲーム中毒になると集中力が低下する。人間関係形成が不十分になる。中学

生、高校生となるにつれて人間関係づくりを放棄するようになる傾向がみられる。 

コンピュータ中毒対策の研修がある。成人サイトへのアクセスを排除するための強制

的切断などの研修をやっている。 

（修士で理科を選んだ理由） 

たまたま物理の先生がいい先生だった。その影響が大きい。物理は難しい科目で敬遠

しがちなどだがその先生は人柄が良く教え方も良かった。結局教師次第ではないか。 

理科の時の解剖で山の中の大きな蛙を解剖したときの経験が強烈だった。その影響が

大きい。 

今の小学校の理科の現場は昔とちょっと違う。実験が増えている。実験を積極的に増

やそうということになっている。高校に入ると入試対策として理論中心になりがちだが

実験をやろうという雰囲気が小学校にはある。だから修士課程でもっと勉強しようと思

った。 

（小学校の英語授業） 

今までは３、４年生は一週間に１時間、５、６年生は２時間英語をやっていたが、今

年からそれぞれ２時間、３時間に増えた。１、２年生は希望者のみ英語をやっている。 

韓国人が英語教育を主導し、ネイティブが補助に回っている。小学校の英語教師のレ

ベルについては今では教育大のレベルが高くなってきており、先生のレベルが上がって

いる。小学校の英語の先生が海外に行ってもコミュニケーションが取れるレベルまで来

ている。だから教師の問題はない。 

（小学校の授業上の工夫） 

１学期に一回学生に自由に課題提起をさせてその研究をさせる。その結果を見て先生

が評価し、学習を発展させるようにという試みをしている。 

理科の分野で MIT がやっているような論文を書ける人材を育成するために習ったこ

とを自分で文章にしてまとめさせる訓練をやっている。これは全部の生徒にやらせてい

るわけではなく、関心のある生徒を対象にしている。 

ものを書かせる以外にも自分で実験をテーマに決めて発表させることもある。指導方

針としては論理的に非情緒的に文章を書く訓練をしている。 

この物書き訓練は大邸の教育庁が勧めており、指導書が無料で配布されている。これ

は今年始まったばかりであるが今出ているテーマをみると「風の向きに関するテーマ」
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などだがこれからの話だ。手探りの状態。こういった教育に関する論文も初期段階なの

で数多く出ている。 

（小学校の ICT 教育） 

ICT が定着していない日本の教育が不思議だ。韓国は 新式の ICT が定着している。

日本は 80 年代の水準に見える。 

韓国の教師は 40 代、50 代でも成績の処理などで 新の機器を使いこなせないと仕事

にならない。使いこなせることが 低条件となっている。先に導入した学校から代表が

出ていき、研修を受けて帰ってきてから同僚に教える。公的機関がインストラクターを

派遣して指導に当たらせる。 

（小学教師の社会的地位） 

日本のようなモンスターペアレントはいないが先生にダイレクトではなく教育委員

会に対して理不尽な抗議をする人たちも少なからずいる。 

しかし韓国の先生の地位はまだまだ日本と比べて高い。先生の任用試験は難しい。先

生の資格も免許制で更新制度になっている。 

同様に大学の教授も 2015 年から研究内容や教育内容によって給料がきまる仕組みが

導入されることになった。 

小学校の教員免許制度にしても我々の気持ちは変わらない。 

 

（5）. 大邸科学高校 

（Daegu Science High School） 

 

１２）． 概要9 

①． 本校の教育方針 

同校 HP“校長の挨拶”から大邸科学

高校の教育方針をみると、科学英才の早

期発掘、科学英才性の啓発など、創意的

高級科学頭脳を養成するという目標が明確に出ている。 

挨拶文は以下のとおりである。 

大邱（テグ）科学高等学校は科学英才を早期に発掘して知識基盤社会を先導する創意的

な高級科学頭脳を養成する目的で 1988 年に設立した特殊目的高等学校です。 本校は開校

以来「居敬窮理」の教育哲学を土台に元気な心身と調和がとれた品性を持った科学人材の

                                                  
9 (1)概要については全て、大邸科学高校 HP（http://www.ts.hs.kr/site/tshs/index.html）を

参照した。 
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育成のために不断に努力してきました。 

特に 2011 年にはその間の科学英才教育の実績と運営プログラムの優秀性、発展の可能

性などを認められて科学英才学校と認定され、未来志向的グローバル リーダーを養成す

る目的で再跳躍することになりました。 

現在は未来科学先駆者を夢見る 220 人余りの学生たちと優秀な教職員が力を合わせて

探求と創造のゆりかごを作っていて、科学英才性を啓発するための教科、創意研究、創造

的な思考、社会奉仕リーダーシップ活動などの四種類の教育過程領域を編成して研究・探

求中心に運営するのはもちろん、専攻別授業のトラックを別にして全世界の人の共通の問

題を解決できる学問の成果も成し遂げようと思います。 

一緒にサークル活動を活性化させて科学と人文・芸術の出会いを通した科学的思考のシ

ナジー効果はもちろん、全人的人格形成と一緒に科学英才が本当に通いたい学校、楽しい

学校となるようできるだけ努力します。 また、正しい人格形成のために本校の教育活動

により他人を配慮することができ、公益を優先で考えることができ、国家と社会に感謝す

ることができる正しい品性を持った立派な第一等の科学人材の育成を目指しています。 

科学英才学校転換により大韓民国と世界を導いて行く創意的な高級科学人材養成のゆ

りかごの役割を果たすことになった大邱（テグ）科学高等学校に大いなる関心と声援をお

願いします。 

 

 

②． 学校情報 

【学生の現状】 

一学級 30 名以下の少人数クラスとなっていることが分かる。 
1 2 3 計　 備考

6 4 4 14

6 4 3 13

男 81 68 17 166

女 16 23 9 48
生徒数

編成学級数

認可学級数

区分

設立認可：87. 10. 26
開校日時：88.03.01
学則変更：92.05.30
（1学年4学級）
英才学校への指定認可：11.03.01
（1学年6学級）

 
 

【進学状況】 

2 年修了時に早期卒業する生徒も多いようである。2011 年の進学実績をみると、2 年終

了後、3 年に進級した生徒数が 26 人に対し、早期卒業で大学進学した生徒数が 64 人であ

った。うち、24 人は韓国の難関大学である KAIST への進学である。 
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一般大学
2年修了 早期卒業 早期卒業 KAIST 一般大学 その他

1990 52 ㆍ ㆍ 4 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ
1991 50 ㆍ ㆍ 8 4 ㆍ ㆍ 4
1992 53 ㆍ ㆍ 5 5 ㆍ 3 8
1993 54 ㆍ ㆍ 3 4 ㆍ 1 5
1994 56 ㆍ ㆍ 1 2 ㆍ 1 3
1995 38 ㆍ ㆍ 75 1 ㆍ ㆍ 1
1996 50 ㆍ ㆍ 70 3 65 7 75
1997 37 ㆍ ㆍ 75 1 59 10 70
1998 37 ㆍ ㆍ 39 ㆍ 73 2 75
1999 35 ㆍ ㆍ 48 ㆍ 39 ㆍ 39
2000 21 ㆍ ㆍ 43 ㆍ 42 6 48
2001 23 ㆍ ㆍ 53 ㆍ 43 ㆍ 43
2002 35 ㆍ ㆍ 32 ㆍ 46 7 53
2003 31 ㆍ 3 39 3 28 1 32
2004 11 ㆍ 21 48 2 28 9 39
2005 ㆍ 30 3 43 2 42 4 48
2006 ㆍ 35 18 37 2 29 12 43
2007 ㆍ 30 26 34 2 27 8 37
2008 ㆍ 25 31 33 4 24 6 34
2009 ㆍ 28 29 35 2 31 · 33
2010 ㆍ 28 39 24 5 26 4 35
2011 ㆍ 24 40 26 3 16 5 24
合計 583 200 210 775 45 618 86 749

年
KAIST進学 3年生へ

進級
3年生の卒業生の進学状況

合計

 
１３）．  面談内容 

面談者： 

 校長：催 壽惇 （Soo Dir Choi）氏 

 教頭先生（陪席と校内案内）、物理教師（途中入場、途中退席） 

 いずれも男性教員 

 

（英才高校となった経緯） 

本校は今年“英才高校”に昇格した。現在１年生が英才高校としての第１期生である。

まだ施設等は工事中で来年３月に完成する予定だ。元々は科学高校という位置づけではあ

った。今年認可された。韓国には一般の高校と科学高校がある。科学高校のなかに英才教

育を施す専門の高校が全国で４つ設立された。本校はそのうちの一つである。生徒は皆タ

レントがある生徒を選んでいる。 

（英才高校の法的位置づけ） 

従来の科学高校に比べて本校は数理系をより集中的に教育する高校である。初等中等教

育の中に位置づけられているが、英才教育法という法律が別途制定されており、既存の教

育法とは別枠に基づいて設立されている。 

（英才高校の入学者） 

入学選抜は中１とか中２とかとは関係なく入学できる仕組みになっている。大学で単位

を認めてもらえる。年齢にかかわらず生徒を受け入れることができる。そうはいってもあ

まりに若い生徒を入れることは精神面、人格形成面において弊害もあるのであまり多くを

入れるということはしていない。 
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（英才高校の入学者） 

要約すると一般高校と科学高校は既存の枠の中で定められた優秀な生徒を集めてはい

るが一端入学すると２年以内に大学に入ろうとする。この制約が情緒面で問題を生む。そ

うした問題を回避するために、この英才教育に関する法律が制定された。英才高校では教

育課程（韓国の学習指導要領）をより自由に編成することができる。 

本校はまだまだ立ち上げたばかりで手探りで運営しているところだ。 

（高校２年で進学ということ実態） 

高校２年間で進学となるとこの学校はその履修時間はもっと短くなるのかという質問

に対して、確かに２年で卒業するのもいるし、３年掛けて卒業するのもいる。大学には高

校の２年以内で入ることができるという意味である。既存の科学高校は高校の教育内容は

同じでただかなり速いテンポで教えていた。本校は進学期間を短くできるだけでなく、教

育内容も大学レベルのものを教えることができる。今までの制度は単に教える内容を圧縮

するやり方であった。 

本校では１年生には研究＆教育(R&E：Research &Education)や科学の勉強をより集中

的に活動を行っている。大学の専門家による授業もある。どちらかというと科学お宅のよ

うな生徒が集まっている。こうした勉強と併行してクラブ活動も活発に行っている。“音

楽”“政治的研究”“クリティカルシンキング”など多彩だ。 

（進学先との関係） 

進学先は KAIST とかソウル大だ。本校の生徒はこのクラスの大学で行われるフェステ

ィバルや１週間キャンプに参加することができる。これは本校の教育の一環としてそうし

た参加を慫慂している。前述のクラブ活動やフェスティバルや１週間キャンプには本校に

生徒が参加するとそれ自体を単位として認定している。 

（生徒の選抜方法） 

入学してから面接を実施している。制度が未確定のため今のところ既存の入試で選ぶわ

けではなく、①入試の前の推薦と②試験以外の面接により選考している。選考基準は一人

ひとりの創意性能力を調べて入学に値するか検討する。このほか団体活動の経験や基礎学

力のテストも実施するが大きな比重を占めるわけではない。毎年３月に告示して４月末ま

でに願書を受け付け、８月に合格発表する。但し今のところまだこのやり方自体が我流動

的であり、今後も手探りで検討していく。 

（物理離れ） 

個人的な意見ではあるが、韓国でも日本と同様の現象が起きている。物理を敬遠する傾

向がみられる。この原因は社会的現象という見方がある。ほかの学問と比べ成果が見えに

くく人気がない。物理を勉強し続けてどういう成果が得られるのか見えにくい。 

（本校の教育理念） 

以下は壁に掲示されていた教育理念の一部を抜粋したもの。 
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（専攻別トラックと物理の人気度） 

本校では“専攻別トラック”を別にしている。これは既存の教育課程の中にある化学１．

化学２．化学３．という段階（＝トラック）を追った教育をするのではなく、１年目は確

かにその分野の基本をやるが２年目になると生物、物理、化学、地学から本人の望む科目

を選ぶことができる。「私はこの科目を集中的に取り組む」といったことが可能である。 

学習を今までとは違った角度から取り組むことを可能にした。興味のある分野に集中す

ることができる。この結果、自分で考えて大学のように科目を選ぶので物理はどちらかと

いうと嫌われる。これは好きに選ばせると易きに流れるということだろう。これは新しい

試みであり、この試み自体が表とでるか裏とでるか確信はない。 

（SAC を融合した教育） 

サークル活動や科学系と“人文系・芸術系のシナジー効果”についてはこの学校では重

点的にやっているところだ。SAC:Science Art Creativity 要するに科学馬鹿ではなく人

格形成的な配慮だ。情緒面で芸術性が才能を伸ばす上で重要だからだ。アートの中に音楽

や美術を取り入れ才能に活かすことを考えている。この中にはポップミュージックやオー

ケストラ、大衆音楽まで含まれている。SAC を融合して相乗効果を期待している。残念

なのは K-POP の影響が強く出て、まず音楽に生徒の興味が集中してしまうことだ。 

（教育の方法論） 

教育には２つの型がある。一つは型にはめ込んで教えるというもの、もう一つは学生の

興味を尊重するやり方だ。両者はそれぞれ対極にあるが後者の場合、数物のようにしんど

い学科は敬遠されてしまいがちになるのではという懸念があるのではという質問につい

ては以下のような回答があった。 

生徒の第一志望は医学なのでどうしても化学や生物を勉強しがちになる。こうした質問

が出てくる背景には教師に問題があると認識している。生徒が A ということに興味を持っ

たとしてもそれをどのように先に進めていけばいいのかその解決方法を見つけていくの

は生徒個人では難しい。先生がそこをきちんと方向を指し示していくことができるかどう

かがこの問題のポイントだ。幸い本校の先生方は高学歴で、 終学歴も修士の人たちが多

い。こういう先生が生徒が望む学習領域を把握できているかまでは分からないので本校で

は外部の人の力を借りることを検討している。 

①教育庁の人を招き、共に検討する。 

創意的世界的市民の育成 

自律・協同・愛国 

揺籃 科学の先駆者 平成学習人 
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②ポスドクを呼んでこういう問題を共に解決できないか検討する。 

③ほかの学校の優秀な先生を引き抜こうとも思ったがそれに十分なだけの予算がなく、

予算が制約となっている。 

これは校長自身の構想であるが退官された大学教授を呼んではどうかとも考えている。 

（医学専攻と物理） 

韓国でも医学部に行く場合、物理を採った方が有利だという話はある。 

（医学と工学の人気度合い） 

サムスンへの就職希望を持つ生徒は、基本的に KAIST、ソウル大を志望することにな

る。医学部と工学部の選好度についてはきちんとしたデータはない。感触的には医学部は

定員があり、受入枠がある。医者への道は中途で諦めざるを得ない。韓国でも 25 年前ま

では物理やエンジニアリングが人気だった。 近は医学部のほうだ。工学よりは医学や薬

学という時代に変わってしまった。 

（究理尽性、居敬究理について） 

HP や壁にかけてあるこの「究理尽性」「居敬究理」という言葉は行動を慎重にし、自己

管理を徹底して深みのある学問をやるということを表している。性理学の中で強調されて

いる言葉だ。アンドンという町のイファンが唱えた。 
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まとめ～理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成の課題 
 

１．背景 

わが国経済は､中長期的に見て出生率低下による高齢化や人口減少、グローバリゼーショ

ンの進展と国際競争の激化など､厳しい経済環境に直面している。 

わが国が国際競争力を回復し､経済成長を成し遂げるためには､イノベーションによる新

事業が持続的に創出される基盤の構築や､経済の活性化を図るための研究開発人材などの

育成が何よりも求められる。 

 

２．目的 

 本事業では、製造業（特に機械工業）において理数系能力の低下などによってもたら

されている問題を明確化し､ 終的には企業が負担するコストを評価し、費用便益分析的

な視点を基礎に､理数系グローバル人材の能力形成と組織内効率性向上のための理数系教

育のシステム設計を行うことを目指す。 

 

３．本事業の問題意識 

理数教育について世間では、実験が行われていないことが問題視され、「理科ばなれ」が

取り上げられるが、「物理ばなれ」という言葉は定着していない。これは由々しき問題で

ある。高校における科目別履修率のデータを収集すると物理ばなれが一番深刻である。こ

のままでは日本の科学技術に与える影響は致命的となるであろう。物理を学習している人

の数が少ないという状態をまず何とかしなくてはならない。 

 

４．企業における技術系社員の現状と教育研修上の問題 

4-1.技術系社員の現状 

・若手現役社員は、同じ仕事でも昔の社員の 2~3 倍ほど時間がかかってしまい、

生産効率が悪くなっている。 

・現在の新入社員を評価すると「不足・低下・欠如」「一度学んだことが頭に入っ

ていない」「身についていない」となる。 

・現在の新卒には、基礎能力の不足・オリジナリティの欠如、問題設定能力の不

足、意識レベルの低下等の問題がある。 

・新入社員の現状把握をしたところ、ほとんどが「モノづくりを知らない」「現物

をみたことがない」「コンピュータしか知らない」「体積、面積をしらない」

「sin30°を知らない」「乾電池の電圧も知らない」状態にある。 

 

- 156 - 

 
  



---157--- 
 

4-2. 社内実力テストの結果 

・新入社員に算数のテストをした。昔と比べると半分しかできない。体積を求め

る計算を、電卓を使わせず筆算でやらせると３桁の計算ができない。文章題が

できない。日本語の理解力が弱い。本を読まない。証明能力がほとんど無い。 

・社内試験を行うと若い人ほど得点が低い。毎年その点数が低下している。文章

問題の正答率から、読解力が低下している。物理、算数・数学などでは計算能

力や基礎的な知識が不足している。中学・高校で習ったことはほとんど忘れて

いる。新入社員にはいわば、「詰め込み教育」を行わざるを得ない。 

・常識問題をやらせると若手ほど正答率が低下する。家庭の電圧は 100 ボルト、

乾電池は 1.5 ボルト、自動車のバッテリーはといったことを知らない。 

・SPI や入社後の実力テストの結果によれば大卒、院卒の間には平均点格差は無

い。 

・高卒の成績優秀者のほうが大卒の成績下位者より高得点。 

☛10数学・物理テストを他の企業でもやらせてみると社会全体の傾向が明確になる。 

 

4-3. 企業による再教育負担と教育研修上の問題 

・技術系採用の新入社員に対して基礎技術をはじめ、本来高校や大学で修得すべ

き物理を中心とする工学系の基礎的学力・能力を身につけさせる教育に取組ん

でいる。 

☛現在企業が行っている教育は、その企業固有の知識ではなく、本来ならば高校・

大学で培われているべき一般的な内容といえる。それを企業は大学よりもはる

かに体系的に再教育している。 

・以前は OJT で基礎的なものも含めて上司が若手の面倒を見ていた。しかし、現

在は残業時間の制約などの理由でできなくなってきた。 

☛国の通達によると日本では教育研修で宿題を出すと残業手当を払う必要がある。

一方、外国人は土日も教えてくださいという。これでは競争にならない。 

 

4-4. 企業と教育界とのミスマッチ解消に向けて 

☛社内教育のカリキュラムを大学に公開することにより、企業にふさわしい人材

を教育機関が育ててくれるようになるのではないか。 

☛今までは産業界から教育カリキュラムへの口出しはタブー、そのために企業が

入社後に再教育することになっているのでは。 

☛大学（院）卒業生の質の保証が必要。成績の悪い学生は卒業させないで欲しい。

今の院卒には引率がいる。それならば学卒をとって企業で教育したほうがよい。

                                                  
10 “☛”は主に専門部会等でみられた意見表明など主観的な場合に、“・”は主に事実についての報

告などを表す場合に付している。以下同様。 
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昔の高等学校の教育をやっていれば高卒でも十分である。TOEIC のような学力

を担保してくれるものがあれば学歴は要らない。 

☛採用選抜のときに用いている試験や条件を大学側に見せることも一案である。 

 

５．日本の理数教育の問題点 

5-1.大学入試の問題 

・入学試験において数Ⅲを課していない国立大の学科は、理工系で 18.5%、薬農

系で 41.4%となっている。また、二次試験で理科を全く課さない国立大の学科

も、理工系で 21%、薬農系で 18.7%となっている。 

・共通一次からセンター試験に変わって、試験科目は細分化された。 

・「偏差値」とは、一般入試で入学してきている人のデータである。しかし現状は、

AO 入試と推薦入試での入学者を足すと全体の半分を超える。そのため偏差値

で表す大学のレベルと実際の入学者のレベルとは乖離している場合が多い。 

 

5-2.女性比率の問題 

・国際的な女性研究者の割合の低さが課題。国際比較をすると日本の女性研究者の

割合は極端に低い。日本は 13.6%に留まる（韓国 14.6%）という由々しき事態

である。 

 

5-3.現代の工学部学生の問題 

・工学部の課題は工学部への進学希望者が激減していること。工学部の１人負け

状態となっている。但し、理学部については減ってはいない。 

・工学部の情報が高校生に伝わっていない。高校も予備校も工学に対する理解が

乏しい。 

・入学後の学力不足も課題。講義についていけない。教わることに慣れすぎ、質

問ができない。ノートも取れない。絶対的な知識不足。学ぶことに対する積極

的姿勢が欠如している。 

・いまの学生の課題は何に対しても興味を持てないこと。学生自身が何をしてい

いか分からない。コミュニケーションがとれない。友人が困っていてもほった

らかしである。基本的な社会習慣を全く修得していない。挨拶ができない。掃

除もゴミの分別もできない。原因はともかく、これでは社会人として成り立た

ない。 

 

5-4.理数系能力低下と物理履修率の低下傾向 

・理数系能力の低下は、学校教育の中での計算問題と理科系科目の授業時間数の

減少によっても確認できており、理数系教育の荒廃が重要な原因と考えること
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ができる。 

・小学校１、２年次に理科の授業がないことで、中学で学習すべき理科の内容が

高校 1 年生にまで繰り下がってきている。このことが、理科系進学者に高校で

理科 3 科目を履修することを不可能にしている。 

・教科書の需要冊数から履修状況をみると、数学が 20～25％台であるのに対し、

物理は約 16％程度（但し、近年は微増傾向）となっている。昭和 53 年（1978

年）の指導要領からゆとり教育が始まり、選択制が拡大したため物理の履修率

が下がった。一方、化学は文系の生徒が多く選択する傾向がみられる。 

・近年、物理をセンター試験で選択している受験生は全体の約 3 割である。 

・理数系学力の低下の背景には大学全入時代と入試選考方法（推薦入試、AO 入試

の広がり）や、ゆとり教育の影響があり、勉強しなくても入れてしまう。 

 

5-5.現在の高校において物理選択者が少ない理由  

・高校教育が大学入試に“ 適化”しすぎといえる。“受験時に良い点数を取れる”、

“良い大学に合格できれば良い”という考えで保護者からの要望も大学受験偏

重の傾向がある。 

・生徒にとって物理は敷居が高い科目という印象であり、親との会話の中でも「物

理は難しい」と刷り込まれているようである。 

・数学よりも物理への苦手意識の方が高い。 

・物理の方が数学の知識よりも先行して教えられることが多い。しかし、数学の

知識が追い付かず理解が難しくなるのではないか。 

・物理選択者が少ない背景には一般社会の「科学」に対する位置付けの低さが挙

げられる。 

 

5-6.理科教育の再検討 

☛探究心を育成するには学習意欲を喚起する取組みが必要である。例えば、フィ

ールドワークの導入や科学論文コンテストへの応募などへの取組の他、実際に

コピー機の分解をさせるなどの分解や理科実技講習も効果的である。 

☛現在の理数科は 1 クラス 40 人程であるが、理科好きが快適に過ごせる学習環境

として 20 人規模の少人数クラスの実現が必要である。 

☛理数科教育は、学生がトライ＆エラー（特に失敗）できる教育と、科学技術へ

の夢や期待の育成を目指すことが重要である。 

☛高専のカリキュラムが優れているのは「企業の役に立つ」とか「社会貢献」な

どその存在目的が明確になっているためである。 

☛生徒の将来を全方位に置いている普通高校に、高専のカリキュラムを導入する

ことはエリートコースを分離しない限り難しい。 
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5-7.物理選択者を増やすためには！ 

☛小学校の理科については、教員の理科への苦手意識の強さを感じる。教員のほ

とんどは文系出身者であるため、基本的な実験も知らない。小学校教員の理科

能力の向上への取組が必要である。 

☛現在の先端科学技術と基礎的な物理の学問との結びつきや、高校や大学で学ん

でいる「物理」はやはり大事なのだという理解を深めることが重要である。 

☛入学後に AO 入試受験者へのサポート体制を大学側が整えることが必要である。

また、入試科目を増やすことで、高校側の入試への“ 適化”（＝理解よりは暗

記に重点を置く試験対策）を抑制させることも検討に値する。 

☛回り道でも、社会の中での科学の裾野を広げることが重要である。 

 

６．海外の理数教育 

6-1.台湾編 

・台湾教育部（日本の文科省に相当）の考え方をみると、“教育は国家発展の基盤

であり、21 世紀において人材育成は 優先課題である”と位置づけている。“国

際競争を勝ち抜くためにはしっかりした教育改革を描かねばならない”と記さ

れている。 

・高校の理科教育には“一般教養としての理科教育”と“優秀な人材を育てる教

育”の２つがある。 

・日本の SSH をモデルに導入した HSP という“恒久的”施策がある。これは高

校の先生が学生に興味を持たせられるように工夫したカリキュラムを開発する

プログラムである。 

・高校の英才クラスには科学クラス（２年間で修了、高３は大学で学習）と数理

クラス（３年間で修了、授業の他に３年掛けて特別研究を実施）がある。 

・高校の特別研究とは数理クラス（資優班）で行う探索型学習のこと。研究計画

を出し、国家の科学委員会で採択されると大学の先生が紹介されることもある

という制度。 

・中学の数理クラスは、1994~98 までは一般能力クラス、1999 から数理資優班と

称している。数学と理科で「特優指導」「代表指導」という優秀さを認定された

先生が指導。中１の夏冬休みには探索キャンプを、中２で独立研究と校外参訪、

中３では独立研究と成果発表会（冊子化される）がある。 

・中学の独立研究には数学と理化（物理と化学）、生物の３つがある。余暇時間（昼

休み、放課後、夏冬休み）に実施、“科学研究能力培養”を目指す。推論、実験

観察、研究発表を行う。 
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・中学校では専門教科教員の研修に注力、優秀な先生による地方教育指導団が結

成され、各地を巡回している。台湾では物理、数学、生物、化学は専門学位が

必要（教育学部卒は学校の行政職に従事）である。 

6-2.韓国編 

・韓国の英才教育は 2000 年に英才教育法が制定され、初等中等教育において国家

レベルの英才教育がスタートした。教育課程開発院にて“英才性検査試験”を

実施している。英才強化科目は学校毎に異なる。訪問した中学校は数理教室を

開設していた。 

・中学の理科教師は主専攻の物理・化学・生物・地学の他に副専攻科目があり、“共

通科学”（実験と講義）も教える。理科教師は就任後、実験等の研修が必修とな

っている（訪問した中学校）。 

・理科の授業では理科で習ったことを文章化する訓練（訪問した隣接の小学校）

や、テーマ別グループ活動（訪問した中学校）が行われている。 

・大邸科学高校は全国に４つある科学英才高校のうちの一つであり、数理系を集

中的に教育している。進学先は KAIST,ソウル大などである。大学の教授が高

校にきて教えたり、生徒が大学の研究室を訪問したりする学びの機会がある。

理科の中から物理や化学などといった集中的に取り組む科目を選ぶことができ

る。 

・大学生のボランティア活動で塾に行けない生徒に学習指導を行うという制度が

ある（メントリン学習～訪問した中学校）。 

・韓国の先生は、塾の台頭により薄らぎつつあるとはいえ、日本と比べると尊敬

されており、資格試験は数十倍という難関である。大学院で修士号を取る先生

もみられる。 

 

 

７．日本の理数教育の問題点と今後目指すべき方向 

7-1. 現状認識（指摘された問題点） 

・プロになるためには、学力は必要だが研究力や創造力も必要である。研究力や

創造力は学力とは反対の方向に働く場合がある。 

 “学力とは”整理された知見を効率よく吸収し消化する力のこと。 

 “研究力とは”日頃の現象・体験の中に不思議さを見つけ、それを

解き明かそうとする力のこと。 

 “創造力とは”身の周りの世界に働きかけることにより、新たなも

のを生み出そうとする力のこと。 

・ゆとり教育の影響はその場その場で楽しければよく、積み上げていくプロセス

が不足していたことにみられる。詰め込み教育を却って助長している。例えば、
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問題集を解くときにその答えをみて勉強する、解法をとことん覚えていく。考

える力を養うためのゆとり教育が、複眼的視野や熟考する機会をなくしている。 

・こうしたゆとり教育の影響を理科教育に絞ると以下の４つの問題に集約される。 

 理科の特定の科目を履修していない 

（高校における物理、化学、生物のそれぞれについて、特に物理の
履修者が少ない。） 

 履修はしているが、理解が十分でない。 

 大学における物理学習が十分でない。 

 大学院修了者の学力が低い。 

・一方、企業で働く物理系専攻社員をみると、人数は少ないが成績優秀者が多い。

どの分野でもバランスの取れた良い成績を残している（過去 6 年間の調査）。 

・物理のできる人は教育効果が高く、どの分野でも平均して出来る。特に数学・

物理テストと実力テストの相関は大きい。 

・物理を学ぶことによって、物事を順序立てて論理的に考える力を身につけるこ

とができる。 

・ところが今の高校物理は全て暗記科目になっている。 

☛論理的思考力をどう教育していくのかという基本に立ち返る必要がある。 

☛お母さんは子育てで子供の理科教育に携わることができる。お母さんへ

の科学教育を行うことで子供への家庭教育を見直していくことが必要だ。 

 

7-2. 今年度事業のまとめ 

・今年度実施した事業において、専門部会に於ける各講師からの講演、並びに、

シンポジウムでのパネリストなどからの報告やその後のディスカッションを振

り返ると、新卒社員や現役工学部の学生の学力や基礎能力の不足、意識レベル

の低下等の問題が指摘されている。 

・企業からは、現在行われている企業内教育研修の内容をみると、本来であれば

高校や大学で培われているべき一般的なものが多くを占めており、企業が再教

育せざるを得ないという現実に対して強い危機感が表明された。ただ、物理の

履修者については入社後の成績優秀者が多く、社内教育をしても伸びると指摘

されている。 

・文理就職率格差をみると、文系よりも理系のほうが就職率は高い。また、物理

出身者の平均所得をみると化学や生物の出身者を上回っている。企業は数学・

物理を学んだ学生を求めている。 

・教育機関サイドからは、理系科目の授業時間数の低下など、ゆとり教育の影響

をはじめとして工学部への進学希望者の減少、工学部の情報が高校生などに伝

わっていないという問題が指摘された。 
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・また、企業では論理的思考力が高い物理履修者の評判が良いにもかかわらず、

高校における物理履修率は低下している。この背景には高校における科目が選

択制となっていることや、センター試験に向けた物理の学習方法が暗記科目と

して捉えられているなどの問題点があるとの指摘がみられた。 

・高校における物理の履修率を高めるには、生徒や保護者における「物理は難し

い」という刷り込みや苦手意識の払拭が重要である。その対策としては、一般

社会における位置づけを高める工夫や、フィールドワークなどにより探求心を

育成し、学習意欲を喚起する取組み、また、クラス編成を現在の 40 人から 20

人程度の少人数制にする必要性などが指摘されている。 

☛以上のとおり、理系人材なかんずく物理の履修者を増加させることの重要性、

必要性、緊急性については大方の一致をみたといえよう。科学技術立国を標榜

するわが国にとって、物理等理系人材をより多く輩出することは喫緊の課題で

あり、その重要性が改めて確認された。 

 

7-3. 今後目指すべき方向 

・平成 23 年度事業では、高校における物理履修率のアップにその焦点を当てると

ともに関連した事象について議論を進めてきた。 

☛今後本事業が目指すべき方向についての参考になるようにとの思いから、１月

に実施されたシンポジウムにおける全体総括を敷衍して、以下の６つについて

本専門部会の提言としたい。 

１．小中学校で理数英才クラスを導入する。 

２．中学 3 年の理科を 70 年代のレベルに戻す。 

３．高校 1 年における、「理科総合」「理科基礎」「科学と人間生活」のよう

な科目は廃止か選択とする。 

４．高校の理科は物理・化学・生物の３科目の学習を必須とする。 

５．公立高校にも理数英才クラスの導入を行う。 

６．スーパーサイエンスハイスクールを持続的で全校的な科学英才高校と

する。 

以上 
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参 考 
1. OECD－PISA HP 

 http://www.pisa.oecd.org/ 

2. International Mathematical Olympiad 

 http://www.imo-official.org/default.aspx 

3. 数学オリンピック財団 HP 

 http://www.imojp.org/whatis/whatisIMO.html 

4. cogito.org HP 

 http://www.cogito.org/Articles/ArticleDetail.aspx?ContentID=16789 

5. International Physics Olympiads HP 

 http://www.jyu.fi/ipho/ 

6. 韓国科学技術部英語 HP 

 http://english.mest.go.kr/web/1673/site/contents/en/en_0194.jsp 

7. 文部科学省「教育指標の国際比較」（平成 23 年版） 

8. Korea education&research information seevice（KERIS）HP 

 http://english.keris.or.kr/ 

9. 「躍進する新興国の科学技術 次のサイエンス大国はどこか」p.160-161 

 発行日 2011 年 5 月 15 日 第 1 刷 

  2011 年 6 月 5 日 第 2 刷 

 著者 科学技術振興機構 研究開発戦略センター海外動向ユニット 

 発行者 石間 亨 

 発行所 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 

10. 韓国のサイエンススクール 

 http://earth.hc.keio.ac.jp/ssh/jpn/koreapdf/koreagaiyou.PDF 

11. 東村（トンチョン）中学校 

 http://www.dongchon.ms.kr/html/ 

12. 大邸広域都市圏 教育庁 

 http://www.dge.go.kr/main/index.do 

13. 国立大邸教育大学 

 http://english.dnue.ac.kr/ 

14. 大邸科学高校 

 http://www.ts.hs.kr/site/tshs/index.html 
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参考：「究理尽性」「居敬究理」 

居敬窮理：心を専一にして日ごろの振る舞いを慎み、広く物事の道理をきわめ

て、正確な知識を得ること。南宋なんそう、朱熹しゅきの修養法の二つの大綱。

▽「居敬」は心を引き締めて怠ることなく、慎み深い態度で日ごろの立ち居振る

舞いに注意すること。内的な修養法。「窮理」は物事の道理をきわめて、正しい

知識を得ること。外的な修養法。 

（居敬窮理 出典『朱子語類』九出典三省堂提供「新明解四字熟語辞典」より） 

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/idiom/%E5%B1%85%E6%95%AC%E7%AA%

AE%E7%90%86/m0u/%E5%B1%85/ 

 
「易」にいわゆる「窮理尽性以至子命」（説卦）は宋儒窮理派の標語であった。 

（ soar-ir.shinshu-u.ac.jp/dspace/bitstream/10091/4107/1/Bunri_H09-03.pdf

） 

古典の 「窮理尽性以至於命」 (易)、 「尽心知性知. 天」 (孟子)、 「率性 之

謂道」 (中庸) などの 「尽性」 「知性」 「率性」. といった言葉に託して心の

修養実践を 説くものも多い。 

（ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN10581825/ToyoKotengakuKenkyu_

9_170.pdf） 

朱子学→朱子（理気二元論・「性即理」・「居敬窮理」・「格物致知」） 陽明学→

王陽明（ 朱子学批判・知行合一「心即 ． この「持敬窮理（居敬窮理）」は、「格

物致知＝それぞれ の事物の中にある知（理）に到ること」と同意。  

「持敬窮理（居敬窮理）」＝「格物致知」。 

（www.geocities.jp/nanda_kanda_itte_ethics/china.html） 
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参考資料 
１４）． １）．ドイツ機械工業連盟(VDMA)シンポジウム配付資料 

１．VDMA の概要 

ドイツ機械工業連盟(VDMA)は1892年に設立され､既に約120年の歴史を有する機械製

造業界団体で､会員企業 3,000 社以上を有するヨーロッパ 大の産業団体です｡当連盟は､

38 の工業会を傘下に置き､その業界就業者は約 97 万人､売り上げは約 2,050 億ユーロ(約

31 兆 5 千億円)にのぼります｡(2008 年データと同年平均為替レート換算)政府や公的機関

からは一切の出資を受けず､会員企業の会費で運営されています｡(資料｢ドイツ機械工業

連盟(VDMA)の概要｣参照) 

２．VDMA の役割 

当連盟の主な役割としては､公的な窓口として､会員企業の共通の関心事のためのロビ

ー活動やＰＲサービスを行います｡特に､経済政策に関しては､機械･プラントエンジニア

リング産業が効率的な発展を遂げるための助言や情報提供をします｡ロビー活動の主な拠

点はベルリンとブルッセル支部です｡また､工業連盟として､各企業が単独で達成が難しい

課題をサポートしますが､その主なものとしては二つ挙げられます｡一つは行政当局に対

する業界の利益代表としての立場の行使､もう一つは､会員企業に対する広範囲なサービ

ス提供で､各工業会に共通の活動､知識､経験についての情報提供です｡(資料｢ドイツ機械

工業連盟(VDMA)の概要｣参照) 

３．ドイツのおける産業機械業の重要性と現状 

ドイツの産業機械製造は､業界売上高で自動車製造に次いで2番目に位置している｡当業

界は輸出率 73.4%と輸出指向であり､年間の売上高は約 1,300 億ユーロ(内､60%が輸出)で

ある｡産業機械製造での-人当たりの売上高は約 148,000 ユーロとなる｡国内総生産輸出率

(2009 年) 33.5%ドイツ輸出高(2009 年) 8,080 億ユーロ産業機械輸出高(2009 年) 1,110 億

ユーロ 

４．ドイツの産業機械工業の問題｢技術者不足｣ 

国際競争においてトップの座を維持するためには､産業機械製造は優れた教育を受けた

専門工やェンジニアを必要とする｡そのための前提となるのは､後進に技術力をつける熱

意､能力指向のフレキシブルな職業教育､産業機械製造授業カリキュラムの絶えざる改善

であろう｡産業機械製造およびプラント建設において､高度資格者に対する需要は高いが､

後進を見るとその数に不足が見られる｡今､勤めているベテラン 100 人の産業機械製造エ

ンジニアのところには 77 人の若者しか勤めていない｡さらに､今から数年の内には年齢的

に見ても､ますますエンジニアの数が少なくなっていく｡また､2025 年には､今日よりも

50%以上多く定年を迎えることになるだろう｡これは､専門労働力不足が更に激化すると

いうことである｡従って､専門労働力の確保と開発は､当業界の革新力と生存力のための決

定的な要因になる｡ 

- 166 - 

 
  



---167--- 
 

4.1 数字と実情 

ドイツの産業機械製造と専門労働力の需要:産業機械製造における 2011 年 11 月の推定

欠員数は 16.000 人強。産業機械製造はエンジニアの 大雇用主であり､2010 年には

167,000 人以上のエンジニアを雇用｡その内の 7.1%は女性のエンジニア｡ 

このエンジニアの割合は､産業機械製造における雇用のトータルに対し 16.1% (2010 年)

に相当する｡ 

VDMA の統計によれば､2011 年 11 月には､産業機械製造では 7,000 人～8,000 人のエン

ジニアの欠員(需要)があったと推定される｡ 

企業の 55%の経営者は､これから 5 年間の内に､さらにエンジニアの需要がさらに増加

すると見ている｡ 

4.2 大学の状況 

機械製造/加工技術部門の新入生の数は増加中である｡機械製造/加工技術部門では､2000

年は 25,000 人だったのが､2011 年には 60,000 人弱の新入生が就学した｡ 

しかしながら､大学中退や専攻科目変更による減少が大きいことが注目される｡機械製

造課程の 2006 年での減少率は以下の通り｡大学-46% 専門単科大学-28% 

4.3 デュアル教育(dualeAusbildung)の状沢 

6 歳から 18 歳までの義務教育にある児童･青年の数は､予測によればこれから 10 年の内

にさらに減少する｡2030 年までに､この年齢層は 2004 年と比べて 190 万名弱減少するこ

とになる｡これは18%以上の減少となる｡ 17歳から25歳のまでのグループで､訓練機関に

在住すると見られる若者は､2004 年から 2030 年までの間に､770 万名から 620 万名と､

19.7%の減少になる｡ 

伝統的に機械製造業においては､デュアル教育に対して平均以上に力を入れている:この

訓練されている人のの割合は､2009 年は､トータル従業員の内の 7.1%､この訓練をした企

業の割合は 43.8%(2008 年)であった｡ 

５．後進育成のための VDMA の活動 

5.1VDMA の能力開発センターの設立 

能力開発センターの任務は､産業機械製造およびプラント建設に対する需要に応じた教

育機会の発展を促進するために､職業訓練とエンジニア教育をテーマとする教育政策の利

益代表､並びに専門的な討議を伴うキャンペーンを任務とする｡ 

5-2 後進の確保 

90 年代の終りから､VDMA の会員企業は技術畑の後進育成に次第に深く取り組んでき

た｡この取り組みを持続的なものにするために､企業はこのプロジェクトの中に幼稚園や

低学年と高学年を視野に入れてきた｡ 

VDMA の 80 以上の成功例が､｢企業の学校支援｣というパンフレットでは紹介されてい

る｡このような努力の好例が､VDMA の IMPULS 財団の｢エバ-ハルト･ロイター賞｣である｡

この賞は､企業と学校の間の優れた協力プロジェクトを支援し､他の企業が独自の活動を
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するための動機付けになるようにと､毎年､独立した審査委員会から与えられるものであ

る｡これまでの受賞者は､ヴェルマ･シグナルテクニック社 

(WERMASignaltechnikGmbH+Co.KG)､ 

ミュンスターハイム社(MOnstermannGmbH&Co.KG)､レーべ社(LEWAGmbH)であ

る｡ 

5･3Think･lng 

Think-lng(エンジニアになることを考えよ!)キャンペーン活動は､中でも 9 年生から 13

年生の男女生徒を技術に夢中にさせた｡VDMA会員企業､大学､その他の主催者は共同で多

数の催しを行い､エンジニア職に対する新人履修者数を増加させることに成功した｡特筆

すべきことは､若い女性に技術畑の仕事-興味を向けさせたことである｡ 

Think-lng("TectoYou'',( 機 械 エ ン ジ ニ ア や 機 械 技 術 専 門 家 の 将 来 を 考 え

る)"MINTZukun 冊 schaffen"等の専門産業機械展示会にも参加)等のイニシャテイブによ

る多数の取り組みは､傘下の地方工業会で実施されたり､あるいは VDMA 本部によるコー

ディネートや主催が行われる｡見本市での活動は､学生や生徒と企業の出会いを手助けす

るものである｡ 

5.4 インターネットサイト 

インターネットサイトⅥW .karriere･im-maSchinenbau.org では若者が職業および学

業のオリエンテーションに関するあらゆる疑問に対する情報を得ることができる｡この案

内は将来的に Web2.0 等の高能力の可能性を利用できるように改築中である｡この目標と

しては､このサイトを更に発展させ､関心を抱く若者に当業界-の興味を持たせ､産業機械

製造に結びつけて､教育修了後に就職に入る決意をさせたり､そのための学業を支援する

ことである｡そこには､ 

a.重要な職業種の準備のため興味を起こす情報を提供 

b.そのための 適な方法(研修か大学か 

c.職業訓練の場､または訓練中の産業の協力下で研修場の案内･紹介 

d.教育完了後の企業求人欄を紹介する 

などが含まれる｡ 

5-5 後進エンジニアの確保 

専門家が不足している状況で､せっかく始めたエンジニアの学業を中断したり､または

専修専門科を変更するのは非常に残念である｡バチャラーを修得する学校の導入により､

この割合は更に増え､大学ではほぼ二人にひとりが早期に学業を放棄している｡このこと

から､VDMAの IMPULS財団は調査を委託し､産業機械製造専攻課程における学業中断の

原因を特に調査させた｡その結果は､この問題が大学､産業代表者､学生らが参加する多く

のワークショップで討論され､その結果が推奨対策として発展し､そして更に政治団体､連

邦省､州庁､大学-と渡された｡その上､VDMA は特に重要な大学委員会とも話し合いを行い､

この研究を多くの関係会議で報告した｡調査を行った高等教育情報システム協会(HIS)で
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は､それを基盤に指標システムを開発し､学生の学業放棄を減少させるために､大学側が学

業放棄の赤信号を認識し､適切な機会に予防手段を講じる手段として使用することができ

るようにした｡ 

VDMA は､この新しい教育課程の導入のはじめから､エンジニア教育の質を 重要の課

題としてきた｡それと同時に､2007年には､ 新の状況を知るために850人の教授にアンケ

ートを実施した｡結果は､すでに今日広く討論されているように､欠点と問題点を示唆する

ものであった｡他の諸工業会と共に､｢エンジニア教育における質の対話｣がスタートした｡

この対話は､当然の批判はあったものの､大学との共同作業を強化するものとなった｡

VDMA は専門的な立場から､例えば学業過程の内容と方法に関する問題と同時に､戦略討

論も調査するようにと主張した｡ 

6.VDMA により共同設立され､技術教育･専門職 

6.1 メカトロニクス専門家(Mechatroniker) 

メカトロニクス専門家は､エレクトロニクスのスペシャリストであると同時に金属加工

のスペシャリストでもある｡つまり､エレクトロニクスでも機械プラントでも独立して仕

事ができるということである｡同様に､金属加工及び電気エンジニアリングの資格は､油空

圧及び制御技術のベースには必要である｡ 

コンポーネントの計測､検査､プログラミングは､計画では学習期間中に 3 年半の訓練を

要するとされている｡(これは 3 年に短縮されることもできる) 

メカトロニクス専門家(男女の)は産業機械･プラント製造その他の分野で､11 年前より

教育プロファイルでの成功例となっている｡当時から資格ポイントにかなり融通がきいた

ため､企業で従業員を確保するのにあたり実際的な要望に合致したのであった｡ 

6.2 製造技術の変化に対する対応策 

製造技術や生産編成(生産サイクルの短縮化や少量生産)の変化､並びに教育及び雇用制

度の発展により､VDMAには包括的かつ新規に教育コンセプトを開発する機会が与えられ

ることになった｡スペシャリストとエンジニアの資格要求､トレーニングと学習による過

程の視点､職業の継続教育の枠内での生涯学習が､統合的なアプローチとして一貫してリ

ン ク さ れ た の で あ る ｡ こ の 職 業 規 制 は ､ 2008 年 8 月 に 施 行 さ れ た ｡

(www.produktionstechnologe.de). 

職業教育を行う企業は､その顕著な効果を報告している｡(例えば､ミ-ベ社は､製造技術に

より 30,000 ユーロの節約があったと報告している｡) しかしながら､今のところ企業の参

加はまだ十分ではない｡特に､技術幹部やマネージングディレクターが資格に大きい興味

を示すのに対して､教育部門ではこの教育の価値がまだ十分に認知されてないのである｡ 

7.2020 年の教育-一産業機械製造およびプラント建設における将来性のある教育コンセプ

トのためのディスカッション資料 

VDMA 教育委員会の戦略グループは､この目的のために､ディスカッションペーパーを

作成し､｢未来の展望 2020｣の観点から､将来のシナリオを基に､ワーキングライフの資格
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要件を策定した｡スペシャリストや､マイスター､エンジニアの自己変革の要求-の予測が

開発され､この教育システムに対する適切な結論が導き出されたのである｡ 

8 ｢マッチング(matching)プロジェクト 

エンジニアの探し出し､エンジニアの採用､エンジニアの追加教育｣特に中小企業の専門

力不足にフォーカスする小規模(従業員 300 人以下)の企業は､求職者にとって知名度が低

いために､ほとんどが人的な資源に乏しい｡また､長期的リクルート戦略､有効な雇用者の

ブランド設定､従業員の定着率コンセプト等が不足している｡ 

このような状況下で､ドイツ連邦教育省賛助による VDMA のプロジェクト｢マッチン

グ,,matchlNG"｣は､30 以上の中小企業を分析して､労働力の発見とコンタクトとその継続

のためにアドバイスを与えた｡この一連のプロジェクトの中で､VDMA は実用的で中小企

業にも可能なツールとコンセプトを開発したが､これは小規模企業の人事の更なる専門化

にも寄与することができるものである｡ 

お問い合わせ先:ドイツ機械工業連盟日本代表事務所(担当:佐々木貴) 

〒16410003 東京都中野区東中野 1･51 甘 501 

Tbl.03-3363-6632 

Fax.03-336317582 

sasaki&dma-iapan.COD 

 

 

2).シンポジウムに関する新聞掲載状況 

①． 日刊工業新聞掲載記事（平成 24 年 1 月 30 日） 
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②． 日刊工業新聞掲載記事（平成 24 年 2 月 17 日） 
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③． 日刊工業新聞掲載記事（平成 24 年 3 月 1 日） 
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