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っている。ところが、それ以前のバ
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Education Progress) が1971年から科学
を含む12科目についての調査を、年
ごとに異なる教科について 9 、13、17
歳の生徒を対象に行っており、2012
年には読解力と算数 ･ 数学について
の結果が公表されている (http://nces.

ed.gov/nationsreportcard/)。この調査で

新聞記事における「理科離れ」の出現頻度

は、性差に加えて人種の違いについ
ても調査されている。
他方、OECD は高等教育における
学習成果の評価 (AHELO: Assessment

目指しているわが国では大きな懸念

成長期を支えたのは理工系人材の育

jp/publications/dp/11j020.pdf )。その中

〔Mathematics〕）と呼ばれる領域に対

of Higher Education Learning Outcomes)

が示されてきた。この言葉が何に由

成であり、この間に理農工系学部の

で、「このような傾向は、新しい価

する関心が低下していることが指摘

を試行し、日本でもこの取り組みに

来するものであるのかを調べていた

学生定員が大きく増加している。こ

値を生み出す創造性が競争力の源泉

されている（Science 341：1455，2013）
。

参加している（2011・2012年、自由

ら、本学大学院理学研究科化学専攻

の時代の人たちは、日本の誇りが米

となるこれからの社会においては、

の有賀哲也教授のホームページに興

国に次ぐ第 2 の経済大国であること

さらに強まることが予想される。そ

味深い記事を見つけた。それによる

や、科学技術に支えられた輸出産業

の意味において、理系的能力の養成

と、朝日、読売、毎日新聞の紙面デ

にあったと思われる。ところが、金

を、教育課程の中で重点化して進め

ータベースで「理科離れ」を含む記

融市場と消費経済が拡大するバブル

ていく必要があろう」と結んでいる。

事の出現頻度を調べてみたとのこと

期での就職においては、理系出身者

とはいえ、代議士、官僚、一流企

（図 1 ）
。
「理科離れ」が最初に出てき

でさえ文系就職が進み、技術系の製

業の役員などには文系出身者が多い

初等中等教育における
学習到達度に関する調査

参加結果は現在未公表）
。

調査結果から見えてきたもの

たのは1989年の朝日新聞の東工大・

造業では人材確保が困難となった。

ことは事実である。若者は「数学や理

1960 年創設の国際教育到達度評
価学会 (International Association for
Evaluation of Education Achievement
(IEA)〈http://www.iea.nl/sites-m2.html〉)
は 1960 年 の 数 学、 読 解、 地 理、 科

山本明夫教授の Nature への投稿記事

理科離れの原因について増田氏は

科を知らなくても生活に困らない」

学、非言語伝達力に関するパイロ

技術立国を目指す日本の立場での大

についてのものであり、このことば

大きく 2 つの理由を挙げている。その

し、
「科学技術は理解できなくても便

ッ ト 調 査 を 1960 年 に 12 カ 国 を 対 象

きな懸念材料となった。しかし、

は新語ではないとされている。1991

1 つは社会全体が科学への関心が低

利に使えればよい」と思うようにな

に行った。その後、1999年から 4 年

TIMSS（図 ２ ）と PISA（図 ３ ）で

年から毎年応用物理学会では「物理

く、若者の間で理系のイメージがよ

り、理系志願者の減少につながった

ご と に TIMSS (Trends in International

の得点や順位は回復してきているよ

この特集「科学教育と科学研究の

基礎教育に関するシンポジウム」が

くないこと、即ち理系＝オタク（変

のであろう。一方で、科学技術の発

うにも見える。

未来」への原稿依頼を受けたとき、

開始されており、1992年に中学・高

人）扱いされること。第 2 に企業で

展によってもたらされた利便さや経

免疫学の研究者としての私の任では

校の教員による「青少年のための科

の理系研究者・技術者は文系出身者

済繁栄を評価するものの、科学技術

ないと考えた。しかし、ここ数年は

学の祭典」が始まったが、大きく取

に比べて待遇が悪く出世できず、そ

の悪用や誤用、自然破壊などマイナ

京都大学女性研究者支援センター長

り上げられることはなく、1994年に

の結果、理系出身者は文系出身者よ

スイメージが存在することも事実で
ある。

Mathematics and Science Study) を 9.5
歳（小学 4 年生）以上と 13.5 歳（中
学 2 年生）以上の生徒を対象に実施
している。得点は、TIMSS1995の得
点と調整した上で、得点平均を500
点、標準偏差100点とする分布モデ

はじめに

12

解力、数学的リテラシー、科学的リ

理科離れとその原因

1950 年岐阜県生まれ。京都大学大学院理学

Organization for Economic Co-operation
and Development) も 2000 年 以 降 3 年
ご と に PISA (Program for International
Student Assessment) と称される15歳児
（高校 1 年生）の学習到達度調査を読

小中高校生の学力 ･ 学習状況調査
が定期的に実施されることにより、
日本の状況の国際的位置づけが可能
になり、その中で学力の低下が科学

それと関連しているかのように、国
際平均に比べれば低いが、小中学生
が理科や数学を面白いと感じるよう
になっていることは事実である。し
かし、依然として中学生では小学生

として、大学における自然科学系女

物理学会、応用物理学会、物理教育

り生涯賃金が低いことが通説となっ

性教員の養成 ･ 支援とそのための自

学会の 3 学会が「理科教育の再生を

ているとしている。しかし、経済産

科学技術への関心の低下は OECD

ルの推定値として算出してある。

に比べてこれらの教科に対して楽し

然科学系女子学生を増加させるため

訴える」を発表し、翌年中央審議会

業研究所が実施したプロジェクト研

などの先進国に共通の現象である。

一 方、 経 済 協 力 開 発 機 構 (OECD:

い、好きと思う比率は低い（表 １）
。
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小学校

（新規項目）

中学校
理科

数学

理科

平成15（2003）年

70

81

47

62

平成19（2007）年

65

82

36

52

平成23（2011）年

66

83

39

53

国際平均（2011年）

81

86

66

76

中学校
数学

理科

平成23
（2011）
年

18

20

国際平均
（2011年）

52

56

小学校

中学校

算数

理科

数学

理科

平成23（2011）年

85

81

69

65

国際平均（2011年）

90

90

78

79

5年生

6年生

無回答
まったく好きではない
あまり好きではない

毎日あるいは
ほとんど毎日

週に
1回か2 回

月に
1 回か 2 回

平成23（2011）年

21

37

22

20

国際平均（2011年）

65

22

6

8

の正答率がきわめて低いことが指摘
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が、若者の科学技術離れとそれが日
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TIMSS2011より

本の将来に対して深刻な影響を与え
る可能性を指摘したが、日本学術会
議でも同様の懸念を表明している。
また 1995 年には、理科教育関連 ６
学会（日本化学会、日本科学教育学
会、日本生物教育学会、日本地学教
育学会、日本物理教育学会、日本理

なった時に役立つと思う」と答えた

になりつつある。その原因は「ゆとり

科教育学会）が今後の理科教育につ

ものが少ないことも気がかりである

教育」と少子化による「大学全入」

いて協議するものとして「教科『理

による弊害ともいわれている。漢字

科』関連協議会」を設立した。しか

大切であることが指摘されている。

他方、小学校では理科を教えるの

が読めず、計算ができないとの理由

し、それ以前から教員組織として1969

TIMSS の結果でも、日本では学校で

は文系の教員によることも多く、実

で、補習授業を始めている大学も増

年に全国小学校理科研究協議会が、

習っていることについてほとんど毎

際に教員自身が苦手意識を持ってい

えている。

1974年に全国中学校理科教育研究会

日尋ねる親は国際平均に比べて非常

ることも報告されている。

に少ないことも問題である（表 ２）
。
さらに、理科について小学 6 年生

ベネッセ教育総合研究所が行った

4年生

する学生でさえ知識を利用した課題

1回もない
あるいは
ほとんどない

（図 ５ ）
。

●私の先生の授業はわかりやすい
（新規項目）

3年生

comm/kyoiku/chousa2011/report 6 _25.
pdf )。その中で、国立難関校に在学

小学校

●数学、
理科を使うことが含まれる職業につきたい

算数

0％

まあ好き

●私の親は、
学校で習っていることについて私にたずねる（新規項目）
（％）

数学

●勉強が好きだ

6年生

とても好き

中学校

数学

5年生

OECD が実施している PISA（高校 1 年生）における

中学校
理科

4年生

年度の下部の括弧内の数字は全参加国数

績をとる必要がある
算数

3年生

小学生の教科に対する好みの変化

●将来、
自分が望む仕事につくために、
数学、
理科で良い成

小学校

2年生

ベネッセ教育総合研究所「小学生の計算力に関する実態調査 2013」より
http://berd.benesse.jp/berd/center/open/report/keisanryoku/2013/index.html

日本の得点と順位の推移

●勉強は楽しい
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国語

高等教育における学力低下

とが明らかにされている（図 ４ ）。

の60％あるいはそれ以上が「とても

「小学生の計算力に関する実態調査

子どもが学習に対して前向きにな

好き、まあ好き」と答えているにも

大学の現場では教員から学生の学

2013」でも、学年が進むにつれて学

るには、親の姿勢、とりわけ子どもの

かかわらず、
「ふだんの生活に役立

力低下を嘆く声が高まっており、種々

習に対する積極性が低下していくこ

立場、目線で「うまく褒める」ことが

っていると思う」あるいは「大人に

の調査によってもその実態が明らか

日本数学会は数学教育への提言

(http://mathsoc.jp/comm/kyoiku/
chousa2011/) をまとめるにあたり、
2011年に48大学、5946人の大学生を
対象に調査を行っており、2012年 2 月
に提言が、同 6 月にその結果（訂正版）
が公表されている (http://mathsoc.jp/

が設立されている。
また、多くの NPO 法人や大学、
企業が地域の小中学生を対象に理科
教室や理科実験などに積極的に取り
組んでおり、日本学術会議も2006年
に全国21カ所でサイエンスカフェを
開催した。これをきっかけに科学技
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ることにも留意する必要がある」と

TIMSS の調査結果からすでに「理科

ている (http://www.aauw.org/resource/

されている。日本でもセンター入試

離れ」がマスコミに頻繁に取り扱わ

はあるものの、出口管理がないこと

れていた時期に「ゆとり教育」が始

が、2006年問題と絡んで高等教育に

められたことになる。

why-so-few-women-in-science-technologyengineering-and-mathematics-executivesummary/)。しかし、昨年度の大学卒

理科
算数
国語
3年生

4年生

5年生

6年生

業生の就職内定率は女子が上回り、

高等教育につながる教育全体で学力

その理由として理系女子、いわゆる

の低下をもたらしたとして、「理科

「リケ女」が増えているのが一因だと

教育および国民の科学技術に対する

離れ」だけではなく「学問 ･ 学習離

見られている。専門性が高く、しっか

理解増進活動を推進するために、2002

れ」であるとの批判もある。これを

りとした将来像を描くことができる

年からスーパーサイエンスハイスク

受けて、2005年第 1 次安倍内閣で見

理系の女性を「かっこいい」と捉え

ール (SSH) 制度を設け、理科・数学

直しが開始され、2008年に新しい学

る価値の転換が起こっているとの見

に重点をおいたカリキュラム開発や

習指導要領が公示され、小学校では

方もあり、講談社の理系女子応援サ

大学・研究機関などと効果的な連携

ービス「Rikejo（リケジョ）
」(http://

方策についての研究を行うこととさ

2011年度、中学校では2012年度、高
等学校では2013年度より完全実施さ

れている。現在では、すべての県に

れている。これは「脱ゆとり教育」

しかし、気がかりな点もある。

www.rikejo.jp/) が人気を集めている。

少なくとも 1 度はこの制度に採択され

と称され、1980年以来減り続けてき

PISA2012における Country Note 日本

た高校が存在する。また、同年から

た授業時間数が増加したが、とりわ

版で、読解力では女子の方が高いも

大学、公的研究機関、民間企業など

け算数（数学）と理科の授業時間の

のの、男女差は OECD のものよりも

と教育現場との連携を推進する「サ

増加が目を引くものである。

小さく、2009年から拡大していないと
ある。ところが、数学と科学の点数

科学教育と女子／女性

では男子の方が高く、OECD の平均

ら研究機関などにおいて開発された

科学技術基本計画と男女共同参画

回の調査では以前とは異なり男女間

ソフトウェアや先進的な科学技術・

基本計画において理系の女性研究者

で有意差があるとされたことである。

理科教育用デジタル教材の開発とイ

の育成と増加、さらに理系進学を目

ンターネットを通じた提供を行うた

指す女子学生の増加が喫緊の課題と

め、
「理科ネットワーク」をはじめ、

して謳われている。1990年以降21世

次世代人材の育成につながるいくつ

紀に突入する頃から女子の大学進学

子どもは小学生の頃はみな数学や

かの支援プログラムを実施している

者数の上昇とともに、理系への進学

理科を面白いと感じているが、いつ

(http://www.jst.go.jp/shoukai2_b.html)。

も増えてきた。男子の大学入学者数

の間にか興味や熱意を失っていく。

ラム (http://www.jst.go.jp/cpse/spp/)」
社会

「ゆとり教育」は初等中等教育から

文部科学省では、科学技術 ･ 理科

イエンス ･ パートナーシップ・プログ

教科に対する小学生の興味の視点の変化

も開始している。さらに、2002年度か

における差よりも大きく、さらに今

おわりに

術振興機構 (JST: Japan Science and

ための科学ジャーナルを作っており、

期科学技術基本計画のフォローアッ

中学生・高校生が参加して国際的

が頭打ちになってきているが、今な

しかし、自分ができると思えばそれ

Technology Agency) も 科 学 と 社 会

New York Academy of Science も科学教

プ「理数教育部分」にかかる調査研

な数学、物理、化学、情報、生物学、

お女子学生数は増加している。しか

なりの努力ができ、それによる結果

をつなぎ最新の科学技術に対する興

育のためのメンター事業を行ってい

究結果報告も公表されている (http://

地理、地学オリンピックが毎年開催

し、理系分野における女子比率は頭

も付いてくる。しかし、苦手意識が

味を喚起するため、毎年大学の研究

る (http://www.nyas.org/WhatWeDo/

www.nier.go.jp/seika_kaihatsu_2/)。その中

されており、文部科学省が JST を通

打ちであり、特に工学と理学系は他

生まれると、それはますます大きく

者と共に各地でサイエンス ･ カフェ

ScienceEd.aspx)。

に、教育の効果の測定という観点に

じて支援している。また、さらなる

に比べて低い。このような状況を踏

なり、チャレンジできなくなってし

ついての記載があり、
「アメリカ、

人材発掘のため2012年度から高等学

まえて JST では「女子中高生の理系進

まう。チャレンジした結果の後悔よ

イギリス、日本などにおいて全国規

校ごとに参加する「科学の甲子園」

路選択支援プログラム」を実施し、

り、チャレンジしなくて逃げてしま

模の子どもたちの学力調査が実施さ

が創設され、2013年度には中学生を

裾野拡大を目指している。

ったときの後悔の方が大きいことを

を開催している。
米国でも「理科離れ」については
強い懸念がもたれており、2010年に
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会の報告書でも同様の指摘がなされ

とは否定できない。

ベネッセ教育総合研究所
「小学生の計算力に関する実態調査 2013」より

図５

指導要領に始まるとされる。PISA や

おける学力低下につながっているこ

大人になった時に役立つと思う

100％

出口管理ともいえる資格試験等があ

文部科学省の取り組み

なぜ、理系に進学する女子が増え

小さいころから教えることが大切で

てこないのか。これまで、ステレオ

ある。何ごとにも積極的になれるよ

タイプとして、女性は理系には向か

うな教育を、学校だけでなく家庭で

ないという考えが流布しており、親

も行うことが、
「理科ぎらい」をなく

も子もこのような考えに囚われてい

し、科学技術の発展を担える人材育

知識重視型の詰め込み教育方針を

ることが多いことも事実である。理

成につながるのではないか。

ア、ドイツのギムナジウムの修了資

改め、学習時間と内容を減らした

数系の成績が良い女子も、人との関

格があるとともに、また大学入学資

「ゆとり教育」は、1996年の中央教育

わりを好み文系に進むのではないか

格であるアビトゥアなど、いわゆる

審議会答申に基づいた1998年の学習

とも言われており、米国大学女性協

オバマ大統領が STEM 教育の充実を

1995年にわが国の科学技術政策の

れている。なお、学力の保証という

対象とした「科学の甲子園ジュニア

目指すイニシアティブ「Change of

基本的枠組みを定めた「科学技術基

観点では、ヨーロッパの国々では、

大会」も創設されている。

Education(http://changetheequation.
org)」を設立して次世代の理系人材

本法」が公布された。その上で、1996

イギリスの中等教育修了一般試験

年から 5 年間の第 1 期科学技術基本

（GCSE 試験）、フランスの中学校卒

の育成を積極的に推進している。ま

計画を策定して、科学技術の振興に

業時の修了資格 (DNB) や高校の修了

た、米カリフォルニア大学バークレ

関する施策の総合的かつ計画的な推

証書兼大学入学資格であるバカロレ

ー校では、ウェブメディア「Frontiers
for Young Minds」(http://kids.frontiersin.
org) を開設し、子どもによる子どもの

進を進めることになった。5 年毎の見
直しを経て、現在は2011年に策定さ
れた第 4 期計画の推進中である。第 3

脱ゆとり教育
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