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（1）化学物質に対する不安は「わからない」こ
とにある

「化学物質」と聞いて、みなさんはどんなイ
メージを持つだろうか。危ないもの、便利なも
の、生活に欠かせないもの、自分にはよくわ
からないもの、人それぞれ色々とあるだろう。

	はじめに
2012年の内閣府調査（1）によれば、化学物質と
いう言葉の印象として、7割程度と多くの人が

「危ないもの」と考えており（図表1）、同様に化
学物質の安全性について、66.9%の人が「不安
があるものが多い」と回答している（図表2）。

その一方で、私たちの生活は、化学物質なく
して成り立たないのが現実である。おいしくて
安全な食品が入手できるのは、農薬や殺虫剤、

（資料）内閣府（2010）『身近にある化学物質に関する世論調査』

図表1　「化学物質」という言葉の印象

築地市場の豊洲への移転をめぐる議論など、化学物質のリスクが問題になる度に、リスクコ
ミュニケーションやリテラシー向上の必要性が叫ばれる。社会が複雑さを増す中、化学物質のリ
スクを理解し対処するためのリテラシーが市民一般にも求められている。こうした言わば常識と
もいえるリテラシーは、どのようにして身に付けることができるのだろうか。そうした機会の一
つとして、義務教育課程に着目し、授業で使用される教科書について諸外国との比較を行い、日
本の義務教育において化学物質に関するリテラシーを身につけられるようにするための課題とそ
の解決策を考える。
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殺菌剤が適切に使用され生産されているからで
あるし、身の回りにある便利な電気・電子製品
や日用雑貨は、化学物質を使って工場で作られ
たものである。また私たち自身、洗剤や殺菌剤、
医薬品などの化学物質を日々生活の中で使用し
ている。確かに、多くの人が「関心がある」と

答えた化学物質（図表3）も、「農薬・殺虫剤・
防虫剤」や，「飲み水・食品」をはじめとする身
近な化学物質であり、その存在はしっかりと意
識されている。

こうした化学物質を利用して快適な生活を享
受している一方で、化学物質を不安に思う理由

（資料）図表1に同じ

図表2　化学物質の安全性に対する意識

（資料）図表1に同じ

図表3　関心のある化学物質
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として、同調査では多くの人が、化学物質がど
のような有害性を持ち、どのように管理され利
用されているのかが「わからない」ことを挙げ
ている（図表4）。

（2）「わからない」は情報不足ではなくリテラ
シーの不足か

この「わからない」というのは、単に情報や
知識の不足によるものと考えることもできる。
しかし、今やインターネットを利用すれば様々
な情報を得ることができる状況にあって、単に
情報量を増やすことで解決できるとはいえない
だろう。

そこでよく言われるのが、情報の量ではな
く、リテラシーの不足である。リテラシーとは、
狭義には読み書きの能力を意味するが、最近
は、「○○リテラシー」（例えば、情報リテラシー

等）というようにある分野の「情報や知識の活
用能力」といった意味で用いられている。これ
を化学物質についていえば、化学物質の有害性
や性質等を理解し、適切な使用量や使用方法で
自ら活用する能力や、化学物質が適切に管理さ
れ安全が確保されているかどうか情報をもとに
理解し確認できる能力といったものが、化学物
質に関するリテラシーといえるだろう。生活す
る上で化学物質を利用しない人はいないという
ことを考えれば、身の回りの化学物質について
理解し、活用できるリテラシーは、いまの時代
すべての人に求められるものともいえる。

（3）化学物質に関するリテラシーは義務教育課
程で身に付けることができるか

こうした化学物質に関するリテラシーは、ど
のようにして身につけることができるのだろう

（資料）図表1に同じ

図表4　化学物質の安全性に不安がある理由
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か。日常生活の中で親などから教えられて学ぶ
こともあるだろうし、学校で学ぶことや、社会
人になって職業教育として学ぶなど、実際には
様々な機会が想定される。

そこで本稿では、日本で生活する多くの人が
一般に身につけている「化学物質に関するリテ
ラシー」の程度を理解するための方法として、
日本に生活する人の多くが共通に受ける小学校・
中学校の義務教育課程の内容に着目し、化学物
質に関するリテラシーの育成につながる事項が
どの程度盛り込まれているのか、また、その内
容は諸外国と違う点があるのか分析を試みた。

分析の前提として、まず第1章では、諸外国
と比べて科学的な学力のレベルは高いにも関わ
らず、知識を生活に生かすリテラシーのレベル
が低いという、日本の子供たちの状況について
紹介する。第2章では、日本及び英国、米国、
カナダの4ヶ国の学習指導要領と教科書につい
て、それぞれの特徴を述べる。最後に第3章で
は、日本と諸外国とを比較し、日本の義務教育
において化学物質に関するリテラシーを身につ

けられるようにするための課題とその解決策を
提言したい。

教科書の比較に入る前に、そもそも日本の生徒
の理科分野の学力が諸外国と比べて高いのか低
いのか、確認しておきたい。国際的に実施されて
いる2種の学力調査について以下に紹介する。

（1）国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）の
結果

IEA（国際教育到達度評価学会）が4年ごとに
実施している小学校4年生、中学校2年生を対象
とした「国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」
の2015年度調査（2）によれば、日本の小学生の
理科の平均得点は第3位、中学生では第2位と
なっており、理科分野の教育到達度は国際的に
見て高い水準であるといえる。

一方で、同調査の質問紙調査（アンケート調
査）の結果では、「理科は楽しい」「理科は得意
だ」との回答は、小学生（4年生）では国際平均

	
1. 理科分野の学力はあるのに、科学への興

味関心や生活に生かすリテラシーがない？

（資料）文部科学省（2016）『国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）結果の推移』

図表5　理科の平均得点の国際比較（TIMSS 2015）
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を上回っているのに対し、中学生（2年生）では
小学生と比べて20％以上と大幅に減少し、国
際平均を下回ってしまっている（図表6）。

また、中学生の「理科を勉強すると、日常生
活に役立つ」「将来、自分が望む仕事につくた
めに、理科で良い成績を取る必要がある」との
回答は、国際平均に比べて20％以上と大きく
下回っている。

（2）生徒の学習到達度調査（PISA）の結果
OECD（経済協力開発機構）が「読解力」、「数

学的リテラシー」、「科学的リテラシー」の３分
野について3年ごとに実施している15歳児を対
象とした「生徒の学習到達度調査（PISA）（3）」
の2015年度調査によれば、日本の生徒は、「現
象を科学的に説明する」、「科学的探究を評価し
て計画する」、「データと証拠を科学的に解釈す
る」といった項目を含む「科学的リテラシー」

（資料）図表5に同じ

図表6　理科に関する質問紙調査の結果（小学校・中学校での比較）

（資料）文部科学省（2016）『国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2015）のポイント』

図表7　理科に関する質問紙調査の結果（小学校・中学校での比較）
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分野全体に関する得点で、シンガポールに次い
で第2位にランクインしている（4）（図表8）。単
純にこの結果からみると、日本の生徒の科学的
な学力は、諸外国に比べて優れていると言って
よいだろう。

しかし同調査で能力調査と併せて実施された
生徒質問調査（アンケート調査）の「生徒の科学
に関する態度」についての結果をみると、「科
学の楽しさ」「科学に関連する活動」「理科学習
に対する道具的な動機付け」「理科学習者とし
ての自己効力感」といった、科学の学力を実生
活に生かす力に関する指標がOECD平均と比
べて低い水準にあることがわかる（図表9）。
「理科学習者としての自己効力感」の指標は、

例えば以下のような質問に対して自分がどの程
度できると思うかを尋ねるものである。
・健康問題を扱った新聞記事を読んで、何が科

学的に問題なのかを読み取ること
・病気の治療で使う抗生物質にはどのような働

きがあるかを説明すること

・ゴミ捨てについて、何が科学的な問題なのか
がわかること

・環境の変化が、そこに住む特定の生物の生存
にどのように影響するかを予測すること

・食品ラベルに表示されている科学的な説明を
理解すること

・酸性雨の発生の仕方に関して二つの説があっ
た時に、そのどちらが正しいか見極めること

（3）理科分野の学力とリテラシーの状況のまとめ
以上の結果から見えてくるのは、試験問題を

解くための知識としての学力は小学生の段階か
ら国際比較においても高いレベルで身につける
ことができているものの、日々の生活の中で科
学的に理解したり、説明したりすることができ
ていない、あるいは、できるという自信が無い
という中学生の状況である。学力は高いのに、
その力を生かして自ら考え判断する自信が持て
ないという、いびつな結果となっている。しか
も、小学生の時点では理科は楽しい、得意だと

（資料）国立教育政策研究所（2016）『OECD生徒の学習到達度調査～2015年調査国際結果の要約～』

図表8　「科学的リテラシー」分野の平均得点の国際比較（PISA 2015）
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の回答が大多数であったのに対し、中学生にな
ると激減し、国際平均を大きく下回ってしまっ
ており、小学校から中学校への過程で理科分野
への興味関心や自信を失ってしまう生徒が相当
数存在している点が懸念される。

なぜ、日本の生徒は理科分野の学力があるの
に、その知識を生活に生かすことができないの
か。すなわち本稿のスコープでいえば、理科で

	
2. 日本と海外の教科書の違いから見え

てくるもの

（資料）図表７に同じ

図表9　生徒の科学に対する態度に関するアンケート調査結果
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学んだ知識があるのに、化学物質の有害性や性
質等を理解し、適切な使用量や使用方法で自ら
活用する力や、化学物質が適切に管理され安全
が確保されているかどうか情報をもとに理解し
確認できる力といった化学物質に関するリテラ
シーにつながっていないのはなぜか、という疑
問が生じる。

そこで本稿では、そのギャップが小学校・中
学校の義務教育にあるのではないかと考え、学
習指導要領や教科書での化学物質に関するリテ
ラシーに関わる内容の取り扱われ方を諸外国と
比較した。観点としては、化学物質のリスクに
ついて理解するために必要な要素として、図
表10に示すような、化学物質の人の健康と環
境への影響（（i）および（ii））や、適切な取扱い

（iii）、影響のうち特に重要な公害の歴史（iv）、
さらに影響のメカニズムを理解するための基本
的な事項として有害性・用量反応関係の考え方

（v）に関する内容の有無を確認した。
また、日本との比較対象とした国は、英国、

米国、カナダの3か国とした。

（1）日本及び諸外国における教育制度の概要
本稿において比較対象とした英国、米国、カ

ナダの3か国は、学習指導要領に相当する教育
課程基準や教科書の採択権限などが異なること
から、まずは各国の義務教育制度の概要につい
て紹介しておきたい。比較表を図表11に示す。
日本、英国（イングランド）は、政府機関が学
習指導要領に相当する教育課程基準を定めてい

（資料）筆者作成

図表10　本稿における比較の観点

（資料）国立教育政策研究所（2014）『第3期科学技術基本計画のフォローアップ「理数教育部分」に係る調査研究』及び文部
科学省（2016）『諸外国の初等中等教育』より筆者作成

図表11　日本及び諸外国の義務教育制度の比較
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るのに対し、米国、カナダでは、州ごとに義務
教育期間や日本の学習指導要領に相当するカリ
キュラム基準が異なる。このため、米国、カナ
ダについては、州によって教育の多様性が大き
い。本稿では、ホームページで教育課程基準に
おいて化学物質と環境に関連する内容が確認で
きたことから、米国のアイオワ州、カナダのオ
ンタリオ州を対象として比較することとした。

（2）学習指導要領等及び教科書での取扱い
①日本

日本では、学校教育法に基づく省令に基づ
き、文部科学大臣が学習指導要領を定めてい
る。なお、学習指導要領は平成29年3月に改訂
されている（5）。

日本の小学校では、図表12に示すように、
化学物質と健康や環境との関係について、「社
会」、「保健体育」、「家庭科」といった科目にお
いて取り扱われている。

このほか、「総合的な学習の時間」でも取扱
われる可能性があるが、学習指導要領では具体
的な内容の取扱いまで定められてはいない。た
だし、指導計画の作成にあたっては「他教科等
及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能
力を相互に関連付け、学習や生活において生か
し、それらが総合的に働くようにすること。」
とされており、理科との相乗的な関係や補完的
な関係をもたせた取り扱いが想定されている。

小学校5学年の社会科の教科書では、公害の
防止や生活環境の改善が図られてきたことにつ

（資料）文部科学省（2017）『小学校学習指導要領』（※）筆者の比較の観点における区分。

図表12　日本の小学校学習指導要領における化学物質と健康や環境に関する取扱い
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いて取り扱われている。例えば、北九州市で製
鉄所等の煙や廃水により大気や海が汚染され、
ぜんそくやにおいの問題が発生し、これに対し
て公害防止条例を制定し、事業者が排気・廃水
処理施設を整備した事例（6）や、京都市の鴨川
の汚濁を改善するため、下水道の整備や工業廃
水規制等を行った事例が紹介されている（7）。

また、家庭科では、身の回りのそうじに関連
して、洗剤を使うときは表示に記載されている
使用方法や使用量、使用上の注意を守ること（8）

などが紹介されている。ただし、これは補足的
な紹介事項であり、環境についてはごみを減ら
そう、リユース、リサイクルしようといった内
容が中心となっており、化学物質の性質に応じ
た適切な取扱いについては、主たる内容として
取り扱われていない。

日本の中学校では、図表13に示すように、
「社会」、「理科」「保健体育」「技術家庭」といっ
た科目で取り扱われている。また小学校と同様
に、「総合的な学習の時間」でも取扱われる可
能性があるが、学習指導要領では具体的な内容
の取扱いまで定められてはいない。

中学校の社会科のうち地理的分野の教科書で
は、過去に公害が問題となった北九州地域の環
境改善に向けた取組が紹介されている（9）。ま
た、公民的分野の教科書では、公害の防止など
の環境の保全のために社会資本の整備や法律の
制定が進められてきたことについて取り扱われ
ているほか、地球環境問題に関連して、中国か
ら流入してくる大気汚染物質の影響等が紹介さ
れている（10）。

理科の教科書（11）では、学習指導要領の「自
然環境の保全と科学技術の利用」に対応する内
容として、身近な自然環境である川や湖の汚濁
の程度を調べることが挙げられている。暮らし
を支える科学技術についても取り上げられてい
るが、自然環境の保全と関連づけて説明されて

おらず、最新技術等のメリットの面を中心に紹
介されており、リスクの側面には言及されてい
ない。また、化学物質と自然環境の関係につい
ては、生物の食物連鎖に関連して蓄積性の高い
物質の生物濃縮が紹介されている。化学物質の
適切な取扱いについては、本文中ではないもの
の、参考として「混ぜるな危険」の表示が取り
上げられているほか、実験操作上の注意点など
が取り扱われている。

保健体育の教科書（12）では、化学物質と健康
の関係について、大気汚染や水質汚濁の原因と
なる物質と健康への影響を取り上げて紹介して
いる。また医薬品について、服用後の血中濃度
と作用の関係をグラフで示すなど、用量反応関
係の考え方を取り扱っている。

家庭科の教科書では、食品添加物の表示と種
類に関連し、参考として食品安全委員会の取組
が紹介されている（13）。この説明の中で「リス
ク評価」「リスク管理」「リスクコミュニケーショ
ン」という言葉が紹介されているが、用語に関
する説明文の記述量は少ない。

日本の教科書における化学物質と健康や環境
に関する取扱いの状況を図表14に示す。教科
書での内容の取り扱われ方の特徴としては、以
下の3点が挙げられる。

a.体系的・段階的でない
第一に、化学物質と健康や環境の関係につい

て様々な教科で幅広く取り上げられているもの
の、それぞれが断片的で、段階的・体系的に取
り扱われていないことが挙げられる。例えば中
学校の保健体育の教科書で紹介されていたよう
な医薬品の用量反応関係など、高度な内容まで
取り扱っている一方で、理科で学ぶ消化吸収な
どの体の働きの学習と関連付けられておらず、
学年進行に従って段階的に理解させるように配
慮されていない。



vol.15　2018

11

図表13　日本の中学校学習指導要領における化学物質と健康や環境に関する取扱い
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b.社会科で取り扱われている
第二に、化学物質と健康や環境との関係につ

いて中心的に取り扱っているのは社会科であ
り、「公害」という過去の歴史として学習する
ことが中心となっている。理科の学習と関連付
けられていないため、公害の原因となる汚染物
質がどのような化学的性質を持っているために
問題が生じたのかといった、問題の構造や原因
も含めた科学的な理解につながっていない。具
体的には、理科で生物濃縮について取り上げて
いるにもかかわらず、社会で取り扱われる水俣
病等と関連づけて説明されていない、といった

状況になっている。

c.過去の問題として取り扱われている
第三に、公害の問題を歴史として学ぶことが

中心となっていることで、化学物質と健康や環
境の問題はもはや過去のことであり、現在の自
分とは関係ないことと捉えてしまうのではない
かと懸念される。また、理科で学んだ学習内容
と実生活や社会問題とを関連付けるような取扱
い方が十分なされていない。このことが、第 

1章で述べたような、試験問題を解くための知
識としての学力は身についているものの、日々

（資料）文部科学省 （2017）中学校学習指導要領

（資料）筆者作成

図表14　日本の教科書における化学物質と健康や環境に関する取扱い
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の生活の中で科学的に理解したり、説明したり
することができない生徒の状況につながってい
るのではないかと推察される。

②英国（イングランド）
英国（イングランド）では、1988年教育改革

法制定以降、全国的な教育課程の基準として、
必修12教科からなるナショナルカリキュラム
を定めている。ナショナルカリキュラムは、第
1学年から第11学年（5 ～ 16歳）の11年間を対
象とし、4つのキーステージに分けられている。
教科書については、法律上の規定は無く、検定
制度もないため、民間の教育出版社が教科書を
編集・発行している（14）。

ナショナルカリキュラムにおいて、化学物質
と健康や環境に関する事項は、理科（Science）
で取り扱うこととされている。

例えば、第6学年では、医薬品等が人体に有
害になりうることについて取り扱うこととされ
ており、教科書では風邪薬などのラベルを読ん
で用法・用量を守ることや医薬品の過剰摂取は
危険であり、副作用があることについて紹介さ
れている（15）。また、第7 ～9学年では有害物質
の生物濃縮等の環境と生物の関係について取り
扱うこととされ、教科書では食物連鎖における

DDTの生物濃縮について紹介されている。ま
た、酸とアルカリの性質に関する項目では、ナ
ショナルカリキュラム上では記述はないが、教
科書では、身の周りにある酸の例としてレモン
や炭酸飲料があること、また酸の中にはやけど
をするほどの刺激性、腐食性を有するものがあ
り、それらは（図表15）のようなGHSに基づく
絵表示（16）で表示されていることが紹介されてい
る。同様にアルカリについても、配管の洗浄剤
や漂白剤、殺菌剤として身の回りで使用されて
いることや、皮膚に付着すると洗い流しにくく、
危険であることなどが取り扱われている。また、
大気汚染の原因となる硫黄酸化物等の性質を説
明した上で、ロンドンのスモッグの問題や環境
改善のための技術について取り上げている（17）。

a.英国（イングランド）の教科書の特徴
英国（イングランド）の教科書の特徴として

は、以下の点が挙げられる。
・日本では科学の原理を学びそれを日常生活に

応用するという学習の展開が基本となってい
るのに対し、日常生活の文脈から出発し，そ
の背後にある科学的な原理を学習した上で、
日常生活への科学の応用へと発展させるとい
う学習の展開になっている。

（資料）各種資料より筆者作成

図表15　GHSに基づく絵表示（18）の例
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・学習した事項を生徒自身に説明させる問いか
けが各所でなされている。

・環境問題など、科学技術が関わる社会問題を
積極的に取り上げ、学習した知識や事実、証
拠に基づいて、解決法を考えようといった問
いかけが組み込まれている（19）。

③米国（アイオワ州）
米国では、教育課程の基準に関する権限は一

般に州議会にあるとされ、実際は州教育委員会
やその下にある学区教育委員会の裁量に委ねら
れている。しかし、州によって求められる学力
水準や規定の仕方が多様であり、全体的な学力
向上につながっていないとの批判を受け、各州
が協力して英語、数学、理科の3教科について全
国的な基準が開発されたが、これらの基準は法
的拘束力を持つものとはなっていない。英語と
数学について定めた「コモン・コア」と呼ばれる
基準は8割以上の州が導入しているが、理科教育

の関係団体が協力して開発した「理科に関する
次世代スタンダード（20）」については、策定後間
もないこともあり、導入は進んでいない（14）。

本稿において調査した米国アイオワ州では、
「アイオワ・コア」という州としての教育基準
を定めている。特に理科の科目については、上
述の理科に関する次世代スタンダードを反映し
た教育基準「サイエンス スタンダード（21）」が
2015年に採択され、化学物質と健康や環境に
関する事項は、理科（Science）で取り扱うこと
とされている。

例えば第2学年では、科学技術の社会や自然
環境への影響について取り扱うこととされ、教
科書では、電池が生活に利便性をもたらしてい
る一方で、使用後に廃棄した電池が破損すると
水や土壌を汚染する可能性があることが紹介さ
れている。また、第4学年では、天然資源から
エネルギーや燃料を得ることや使用することに
よる環境への影響について取り扱うこととさ

（資料）Department of Education（2014）『National curriculum in England: framework for key stages 1 to 4』

図表16　英国（イングランド）の理科のナショナルカリキュラムにおける化学物質と健康や環境に関する取扱い
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れ、教科書では、石炭火力発電により電力を得
られる一方で、石炭燃焼により有害な煤煙が排
出されることなどが紹介されている。第6学年
では、大気汚染のような環境問題とともに、資
源の適切な管理のために注意を払い、責任を持
つスチュワードシップの考え方や、政府や個人
といった様々な主体がそれぞれに取り組むこと
があるといった内容を紹介している（22）。

a.米国（アイオワ州）の教科書の特徴
米国の教育制度は多様性が大きく一般化は難

しいが、本調査で確認した教科書に見られる特
徴としては、以下の点が挙げられる。
・化学物質のベネフィットとリスクが対比的に

示されている。
・図や写真を多く使用し、電池や自動車といっ

た個別の身近な製品のベネフィットと、それ
らを利用することの環境への影響について考
えさせる展開となっていることから、生徒は
自分自身の日常生活が環境に与える影響につ
いて、自分のこととして問題を捉えることが
できるのではないかと考えられる。

④カナダ（オンタリオ州）
カナダでは、教育に関する権限が各州に委ね

られており，それぞれの州に州教育省が設置さ
れている。そのため，ナショナルカリキュラム
のような全国的な教育課程の基準はなく、各州
教育省や教育委員会によってカリキュラムが作
成されており、それぞれ異なっている。近年は、
カリキュラム開発に関する州間連携が進められ
ており、理科に関してはカナダ教育担当大臣協
議会により1997年に「幼稚園から第12学年ま
での科学の学習成果に関する共通フレームワー
ク（Common Framework of Science Learning 

Outcomes K to 12. 以下、「共通フレームワー
ク」という。）（23）」が策定されるなど、州間の共
通性が高くなっている。なお、教科書は、各州
のカリキュラムに沿って作成されている（19）。

この共通フレームワークは、理科教育で身に
付けさせる学力として、「科学とテクノロジー
と社会と環境」を「スキル」「知識」「態度」と
併せて4つの基礎力として捉えており、化学物
質と健康や環境に関する事項は、理科教育であ
る科学技術（Science and Technology）の科目

（資料）IOWA Department of Education（2015）Iowa Science Standards.

図表17　米国（アイオワ州）のサイエンス スタンダードにおける化学物質と健康や環境に関する取扱い
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に位置づけられている。
本稿で調査対象としたオンタリオ州では、科

学技術の科目の全般に環境や持続可能性に関す
る事項を統合するようなカリキュラムが策定さ
れている（24）。例えば第2学年では、液体や固
体が人や環境に危険となりうることについて取
り扱うこととされており、教科書には、身の回
りの危険な洗剤や医薬品にはラベル表示がされ
ていることや、カナダ危険製品法で消費者製品
に表示が求められる絵表示の意味を理解できる
よう配慮されている（25）。また、第9学年の教科
書では、生物分野において、肥料は土地生産性
を向上させる一方で、地下水汚染を引き起こし
うることや、殺虫剤の中には化学合成によるも
のや植物から抽出されたものがありそれぞれに
用途や有害性が異なること、分解性、蓄積性が
高いものは生物濃縮によって影響が生じること
などが紹介されている。また化学分野では、プ
ラスチックには耐久性があり、おもちゃや飲料
水のボトル、レジ袋などの用途に適している一

方で、生分解しづらく、ごみの埋め立て地にそ
のまま残り続けることが紹介され、またこうし
た課題について考え、意見交換することが課題
として設定されている（26）。

a.カナダ（オンタリオ州）の教科書の特徴
カナダ（オンタリオ州）の教科書の特徴とし

ては、以下のような事項が挙げられる。
・第2学年といった低学年から、身の回りの物

質について学ぶ単元の中で、危険物のラベル
表示といった実際的な知識を同時に学ばせて
いる。

・ラベル表示の内容は、基本的事項としてすべ
ての学年で繰り返し取扱い、確実に身につけ
ることができるよう配慮されている。

・人の体のつくりと働きのうち、呼吸について
学ぶ単元の中で、喘息について取り上げ、そ
の原因となる物質としてどのようなものがあ
るか考えさせるなど（25）、身近な健康や環境
問題について理科の学習内容に関連付けて科

（資料）Ontario Ministry of Education（2007）『The Ontario Curriculum』.

図表18　カナダ（オンタリオ州）の理科のカリキュラムにおける化学物質と健康や環境に関する取扱い
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学的な理解をベースに考えさせるような取扱
いがなされている。

本章では、第3章で述べた日本と諸外国の義
務教育課程の教科書の違いをヒントに、日本の
義務教育課程を通じて化学物質に関するリテラ
シーを底上げしていくにあたって課題と考えら
れる事項について述べたい。

図表19に、第3章で紹介した日本と諸外国の
教科書に見られる違いを整理した。この比較の
結果から、日本と諸外国での化学物質と健康や
環境に関する内容の取り扱われ方の違いについ
て、課題に当たるポイントが3つあると考えら
れる。

（1）化学物質のリテラシー向上に向けた課題
①体系的・段階的でない

第一に、日本の初等・中等教育では、化学物
質と健康や環境の関係について「社会」や「保
健体育」、「家庭」といった科目や「総合的な学
習の時間」、「環境教育」の一環としてバラバラ
に取扱われており、それぞれが断片的であり、
段階的・体系的に理解できるように配慮されて
いない点が挙げられる。例えば「社会」では公
害について歴史として学び、「保健体育」では
大気汚染物質の健康への影響を学ぶなど、それ
ぞれの科目の文脈に沿って断片的に取り上げら
れているため、学習事項の相互関係が明確でな
く、それぞれの内容が学年進行に従って段階的
に高度になっていくように配慮されていない。
特に小学校から中学校にかけての接続が不十分
であることや、中学校段階で体系的に理解し興
味関心が持てるように配慮されていないこと
が、1（1）で紹介したTIMSS調査で中学生の関
心が大きく低下してしまう結果にも表れている
のではないかと考えられる。

	
3. 化学物質に関するリテラシーの向上

に向けて

これに対し英国、米国、カナダでは、化学物
質と健康や環境について「理科」の科目の中で
取り扱うことで、一つの体系の中で学習できる
ようになっている。特に英国の教科書では、日
常生活の文脈から、化学物質の性質等の科学的
な原理を学び、さらに原理に関する理解を応用
して、人及び環境への影響や、公害の歴史を理
解できるよう展開されており、段階的・体系的
に理解できるよう配慮されている。

②科学的な理解がベースとなっていない
第二に、日本の初等・中等教育では、化学物

質と健康や環境の関係について「理科」で十分
に取り扱われていないことから、化学物質の有
する性質についての科学的な理解をベースに理
解させることができていないことが挙げられ
る。例えば公害について、社会科で過去の歴史
として学ぶだけでなく、公害の原因となった化
学物質がどのような化学的性質を持っていたた
めに公害を生じたのかを理解しなければ、どの
ようにして問題が解決してきたのかを理解し、
同じ過ちを繰り返さないためにどうすれば良い
かを考えることはできない。

これに対し英国、米国、カナダでは、化学物
質と健康や環境について「理科」の科目で取り
扱うことで、科学的な理解をベースに、関連す
る環境問題について考察させるような展開と
なっている。例えば英国では、様々な金属の性
質として重量や加工の容易性、鉛や水銀のよう
に脳・神経への影響を及ぼすような人体への有
害性の有無について理解させたうえで、飲料の
缶の材料としてどの金属が適切かを考えさせる
といった取扱いがなされている（17）。

③知識と実生活との関連が理解できない
第三に、日本の初等・中等教育では、科学的

な知識と実生活との関連付けが十分でないと考
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えられる。例えば日本では、理科で電池の働き
を学ぶ際に、廃電池による環境汚染の可能性に
ついて説明するような取り扱いはなされていな
い。また、「リスク」「有害性」「ばく露」といっ
た用語やGHS（化学品の分類および表示に関す
る世界調和システム）に基づく表示（27）といっ
た基本的事項も取り扱われていない。

これに対し米国では、電池の働きについて学
ぶ際に、ベネフィットだけでなく廃電池による
環境汚染のリスクを取り上げたりするなど（22）、
低学年の段階から理科で学ぶ知識と実社会での
問題とを関連付けて理解させ、関心を高める工
夫がなされている。カナダでは、ヒトの呼吸に
ついて学ぶ際に喘息やその原因となり得る洗浄

（資料）筆者作成

図表19　日本と諸外国の義務教育課程の教科書の違い
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剤等の物質について取り上げ、また身の回りの
化学物質の性質について学ぶ際には、中には危
険なものがありラベル表示がなされていること
を学習させている（25）。英国でも、溶剤として
使用される化学物質の性質について理解させた
うえで、用途に応じて適切な溶剤や使用方法を
考えさせ、同時にGHSの絵表示を理解させて
いる（17）。

このように学習内容と実生活や社会問題との
関連付けが十分なされているかが、第1章で述
べたような科学の学力を生活に生かす力へとつ
なげられるかどうかに影響しているのではない
だろうか。

（2）科学的な理解をベースとした化学物質に関
するリテラシーを身につけるために

健康や環境の関係に関するリテラシーを身に
つけるためには、化学物質の機能や社会におけ
る役割といったベネフィットと、一方で有害性
による健康や環境への影響といったリスクの双
方を理解しなければならない。現実には、簡単
に答えを出せないような問題に直面することも
あるだろう。そのような場合にも、安全を確保
しながら化学物質を適切に管理し、活用してい
くためには、一人一人が自ら環境リスクに関す
る判断を行い、環境リスクを低減するための行
動をとることが求められる。また、消費者、事
業者、民間団体、行政等の様々な主体が、化学
物質のリスクについての理解と相互の信頼を一
層深め、連携していくことが必要である。

これを可能とするためには、学習した内容を
日々の生活での思考や行動につなげていくこと
ができるよう、科学的な理解をベースに、実生
活や社会問題を関連付けて取り上げて子ども自
身に考えさせるような教育を段階的、体系的に
実施していくことが必要である。この点におい
て、現状の日本の義務教育における化学物質と

健康や環境に関する事項の取扱われ方には、改
善の余地があると考える。

以上課題について述べたが、学習指導要領も
様々な改善を加えて改訂されており、教科書自
体も、フルカラーの写真や図をふんだんに用い
て、各所で具体的な事例をもとに環境問題につ
いて取り上げるなど、内容としては工夫され充
実したものが作られていることは事実である。
筆者としては、充実した現状の教科書の内容
を、理科として、科学としての理解をベースに
体系的に組み替えていくだけでも、より効果的
な教育が実現できるのではないかと考える。そ
うすることで、単なる知識だけでなく、生徒が
将来にわたって実生活で活用できるような科学
的に思考する能力や、化学物質と健康や環境に
関するリテラシーを身に付けることができるの
ではないだろうか。

本稿では、現在の義務教育課程で、化学物質
のリスクを理解し対処するためのリテラシーを
身に付けることができるのかを推察するため、
日本及び諸外国で生徒が実際に用いる教科書を
入手し、その内容を比較した。今回筆者にとっ
て久々に手に取った日本の教科書は、美しい写
真とともに現代の社会問題も含めて様々な内容
が盛り込まれており、非常に興味深い本になっ
ていた。一方で、これだけの内容を、子供たち
が十分に消化し理解するのは難しいのではない
かとも感じたところである。実際の教育現場で
は、教職員や地域の方々が教科書の内容に限ら
ず様々な工夫を凝らして子供たちの教育に取り
組まれているであろうというのは想像に難くな
い。その意味で、本稿で考察したことは、ごく
断片でしかないだろう。

本稿で考察した範囲は断片かもしれないが、
将来の社会を担う子供たちが化学物質のリスク

	おわりに
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についての科学的な理解を深めるためのツール
としての教科書や、教育機会としての初等・中
等教育の重要性は否定されるものではないだろ
う。こうした教育は、社会におけるリスクの考
え方の受容や主体的な判断と行動を促す土台づ
くりとなるだけでなく、それに取組む専門家の
重要性の認識を促し、将来の化学物質管理を担
う専門職を目指す契機ともなり得る。

また、本稿では検討することができなかった
が、知識として習得させるだけでなく、観察・
実験・体験を通じて科学的に根拠をもって思考
し、行動できるようにすることも重要であり、
実際に学習指導要領も体験を重視する方向で改
訂がなされている。こうした体験の機会を学校
だけでなく地域社会全体で創出し、地域住民、
事業者、行政等の社会人も広く巻き込んで社会
教育としても実践していくことが可能であると
考える。こうした学校教育・社会教育を通じた
人材育成・教育を社会全体で実施することで、
消費者、事業者、民間団体、行政等の様々な主
体が、対話と相互の信頼を深め社会全体のリテ
ラシーの向上につなげていくことができるので
はないだろうか。
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