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１．目　　標

　ＳＬＰ�「自然と科学」のねらいは地球市民としての

科学的リテラシーを身につけることと、知的好奇心を呼

び起こし、既存教科の学びに対する意欲が向上すること

の２つがある。

　ＳＬＰ�では、「知識」と「思考力」のどちらもが大切

なのであるが、特に後期の「自然と科学」においては

「思考力」、特に「科学的な思考」とは何か重点を置いて

授業を行った。 

２．学習方法

　「科学的な思考法の立脚点をつくるための学習」という

テーマを設定し、少人数でものを考え、追求する体験を

させる機会とした。また、科学的思考を身近で体験する

ためのアプローチとして、数学的・物理学的・社会科学

的観点から三つのグループに分かれ、様々な観点から科

学的リテラシーを身につけさせるための授業を展開して

いく予定である。

　三つのグループの基本コンセプトとしては、１７世紀科

学革命におけるデカルトの成果を検証し、演繹法さらに

ベーコンの帰納法も併せて科学的な思考法の基礎を学

び、「科学的な思考」を実践できるように地球市民として

の科学リテラシーの育成を図るものである。 

自然と科学

自然と科学　後期

竹　内山　田渡　邊

オリエンテーション　担当教員よりグループの活動内容の説明１回目

次の３回はクラスを出席番号順に３グループに分け、数学・社会・理科編を順番に学習

デカルトの自然法則１７世紀科学革命とデカルトデカルトと数学
２，３，４

回目

選択希望調査を実施し、以後はグループ別学習

デカルトの運動量保存則
測定精度について�

デカルトの思想を読む
「省察」１

デカルトと相加相乗平均５回目

デカルトの運動量保存則
測定精度について�

デカルトの思想を読む
「省察」２

相加相乗平均を用いた応用
問題を考える

６回目

デカルトの運動量保存則
まとめ

デカルトの思想を読む
「省察」３

デカルトとコーシーの不等式７回目

３．実践内容　「地球誌」

竹　内　史　央・渡　辺　武　志
山　田　　　孝

【抄録】　数学・社会（歴史）・理科（物理）の教員により、三つのグループに分かれて行う授業である。ここでは、科

学的思考を身近で体験するためのアプローチとして、数学的・理科的・社会科学的観点から三つのグループに分かれ、

様々な観点から科学的リテラシーを身につけさせるための授業を展開している。

【キーワード】　「科学的な思考」　演繹法　帰納法　デカルト　疑似科学　ニセ科学　科学革命
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３．授業例

1放物線と面積（曲がった図形の面積）について（数学・

社会グループ合同　第１回）

2授業のねらい

　曲がった図形の面積を求めることはむずかしい。小学

生では円の面積について考察し、高校生では座標平面上

の特定の放物線に関して特定の部分で囲まれた図形の面

積を求めることを学ぶ。

　生徒はニュートンとライプニッツのアイデアで面積を

求める方法（数�）を学習するとき、数学に関心が小さ

い生徒は作業（計算）として理解し学ぶことが多く、特

定の放物線を利用して曲がった図形の面積が求められる

利点を見失うことが多い。ここでは、微積分を学ぶ前

に、ｙ＝ｘ２とｘ軸とでｘ＝１で囲まれる面積を区分求積

法で考える。放物線を利用することや数列の和を学ぶ意

味を区分求積法から理解することで、曲がった図形の面

積が求められる有用性を理解し、数学に関心が小さい生

徒に対して数列や微積分の楽しさを刺激するための学び

である。

3活動例

１．ｙ＝ｘ２、ｘ＝１、ｘ軸で囲まれる面積を求める。

　生徒を３人から４人のグループに分けてｙ＝ｘ２とｘ

自然と科学

竹　内山　田渡　邊

数学・理科合同
放物線について

デカルトの思想を読む
「省察」４

数学・理科合同
放物線について（焦点）

８回目

数学・理科合同
放物線について

物体が浮き上がって見える
鏡のしくみについて

デカルトの思想を読む
「省察」５

数学・理科合同
放物線について

物体が浮き上がって見える
鏡のしくみについて

９回目

冬休みの課題の発表会
デカルトの思想を読む

「省察」５
９回目の内容について焦点

を利用した証明
１０回目

科学と似非科学
薬の効き目は？　１

数学・社会合同　１
曲線等に囲まれた面積を調べる

１１回目

科学と似非科学
薬の効き目は？　２

数学・社会合同　２
解らないことから解ることを推測する（統計）

１２回目

科学と似非科学
薬の効き目は？　３

キリスト教的世界観の考察
世界観の科学的転換　２

放物線と面積1
数列の和の利用

１３回目

薬の効き目は？
ダブルブラインドテスト

キリスト教的世界観の考察
世界観の科学的転換　３

放物線と面積2
区分求積と無限級数　その１

１４回目

社会・理科合同　１
科学的な世界観の検証

放物線と面積3
区分求積と無限級数　その２

１５回目

社会・理科合同　２
科学と似非科学　アーカンソン州　進化論裁判の判決を読む

放物線と面積4
演習

１６回目

理科グループのまとめ
科学とは

世界観の転換
Mappa Mundi

正方形を考える
無限級数と部分和の意味

１７回目

まとめ・アンケート１８回目
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軸とでｘ＝１で囲まれる面積の値がどのようになるかを

調べた。グループの中で方針をたてて指示を出したり、

Ｂ紙に書いて記録をとる、計算をする、結果を書いて発

表するなど手分けをしてグループごとに値を求めた。こ

こでは社会と数学のグループで別々におこなったが、そ

れぞれを求めるアイデアにグループごとの特徴は出ない

ことがわかった。

4論理的に考えて説明する

　（数学・社会グループ合同　第２回）

　与えられたデータをもとにして、論理的に考える方法

について学ぶ。

　前時には、曲がった図形の面積の求め方について考え

たが、今回はデータから「論理的」に推論する方法につ

いて考えた。

★課題　「自動車と飛行機どちらが安全か？」

・資料　２０００年度「運輸白書」　「交通安全白書」より

交通事故死者 ９０６６人　　 

航空事故死者 ９人　　 

のべ移動距離　　　自動車 ９５１２．５億人キロ 

　　　　　　　　　航空機 ７９７億人キロ 

輸送人員　　　　　自動車 ６２８．４億人　　 

　　　　　　　　　航空機 ０．９億人　　 

純粋な事故死者　　自動車 ３９５４人　　 

　　　　　　　　　航空機 ９人　　 

　単純に考えると事故死者の多い自動車の方が危険と考

えられるが、その根拠を話し合わせた。客観的なデータ

（上の資料）を用いながら、「科学的」「論理的」に考え

るとどうなるのか。この授業では、単純に事故者だけを

比較できないことに着目して、データを比較するときに

基準となる考えを導き出すことにした。この場合では、延

べ移動距離に対する死者の比率を出して比較してみた。 

自動車で移動する際の事故死亡率

 ９０６６÷９５１２．５＝０．９５人／億人キロ

飛行機で移動する際の事故死亡率

 ９÷７９７＝０．０１人／億人キロ

となり、自動車よりも飛行機の方が安全となる。

　しかし、もう少しこの問題を考えてみると、事故死者

の数も純粋に自動車に乗っていた死亡者ではない数値も

含まれているので、純粋な事故死者数をだして考えてみ

ることにする。また、移動距離から考えるのではなく、

輸送人員から見てみると、自動車は延べ６２８．４億人利用

しており、飛行機は延べ０．９億人利用している。ここか

ら、１回利用するごとの事故死（純粋な事故死者数）の

確率を計算すると

自動車で移動する際の事故死亡率 ６．３人／億回

飛行機で移動する際の事故死亡率 １０人／億回

となり、自動車の方が安全という結果になる。

　このように、数値をどのようにとるかによって、結論

が変わってくると言うことを考えた。

参考文献　伊勢田哲治著

「哲学思考トレーニング」ちくま新書　２００５年

5進化論裁判から「科学的に考える」とは何か、考える

（理科・社会合同授業　２回実施）

　２つの進化論裁判から「科学とは何か」について考え

る。特に「創造科学」を例にとりながら疑似科学と科学

との違いについても考えてみた。

　まず、進化論裁判とは、アメリカ合衆国で制定された、

進化論を学校教育の場で教えることを制限する法律、い

わゆる反進化論法に対する一連の裁判のことをいう。特

に有名な裁判として１９２５年のスコープス裁判、１９８２年の

アーカンソー州の授業時間均等法裁判などがある。合同

１回目の授業では、１９２５年のスコープス裁判の映像記録

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）
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をみて、当時のアメリカの様子を知り、１９８２年の授業時

間均等法裁判の資料を読んで「進化論裁判」全体的な流

をおさえた。

アーカンソー州授業時間均等法裁判（１９８２年）の説明

　「１９６８年の裁判によって進化論を教えることを禁ずる

法律は違憲とされたわけであるが、その後のアメリカの

保守化の流れによって、再びファンダメンタリストは反

進化論法と呼べる法律を成立させることに成功する。そ

れが１９８１年にアーカンソー州とルイジアナ州で制定され

た、公立学校教育において進化論と創造科学を均等な授

業時間で教えることを定めた法律である。

　創造科学は１９６８年の判決をうけて創造論者が生み出し

た、創造論を科学的理論で説明しようとする主張であ

る。一見科学理論のようにみえるが、実際にはすべての

発端が神の御業によるものとするため検証が行えない学

説である。しかしファンダメンタリストはこれを科学理

論として進化論と同じ扱いをするよう求めたのである。

　１９８１年に起こったこの裁判では、創造科学は科学なの

か、あるいは進化論は科学といえるのかということが争

点となった。創造論者は当初創造科学は科学であるとし

ていたが、次第に弁護が苦しくなると、逆に進化論は科

学理論とは言えず宗教と同じものであるという主張をす

るようになっていった。

　これに対し、この裁判を担当した連邦判事ウィリア

ム・オヴァートンは、創造科学を科学ではないと結論し、

特定の宗教の教義を助けるものだとして、１９８２年１月５

日、アーカンソー州法に違憲判決を下した。オヴァート

ン判事の判決文は、科学の定義に関する優れた論文とし

て、その後アメリカの科学雑誌『サイエンス』に掲載さ

れている。」

　「『創造科学』creation scienceとは、創造論は科学的根

拠を有するという主張であり、およびそれを論証する目

的でなされる一連の学説である。この立場の者は創造科

学者（creationist）と呼ばれる。

　キリスト教原理主義（聖書根本主義）による創造論か

ら生まれたものであり、聖書（主として『創世記』）に記

されている神による天地創造は記述どおりの事実である

とし、地球・宇宙の誕生に関する事象は聖書からより科

学的に説明できるとする論説。科学と称するが、反対す

る立場からは反証可能性を持たない疑似科学とされる。

　この説によれば、この宇宙・世界は６０００年前に「神

（ヤハウェ）」によって創造されたものであり、宇宙論の

通説である数十億年に及ぶ宇宙と地球の歴史は誤りであ

るとして生物の進化（進化論）と対峙する。」

　これらの資料を説明して、これまで学習してきた進化

論のと違いについて意見を交換した。

　合同第２回の授業では、オヴァートン判事の判決文を読

み、その中から科学の定義「反証可能性」について考えた。

　反証可能性（はんしょうかのうせい、Falsifiability）

とは、科学哲学で使われる用語で、検証されようとして

いる仮説が実験や観察によって反証される可能性がある

ことを意味する。ある仮説が反証可能性を持つとは、そ

の仮説が何らかの実験や観測によって反証される可能性

があることを意味する。

　この反証可能性を持つものを科学として、反証可能性

の持たないものを疑似科学とすると「創造科学」は明ら

かに疑似科学と言える。

参考文献　ナイルズ・エルドリッジ　著

渡辺政隆　訳　『進化論裁判』　平河出版社　１９９１年

４．生徒の感想文より

・　 創造科学は科学か？　今まで科学というものを漠然

ととらえていたけれど、ここで改めて科学とは何

か？と考えると奥が深くて答えも出たのか出てない

のか、すっきりしなかったからそれに、この問題は

宗教色の薄い日本だと正直どうでも良いことだと思

うが、アメリカでは過去に進化論と争って裁判まで

起こったりしていたので、文化の違いの影響はおも

しろいと思ったから今、私たちが信じている世界

は、本当は神が作ったものかもしれないし、地球の

歴史として形作られてきたかもしれない真実は誰に

も分からないんだなと思ったこれについて考えてい

るうちに、デカルトの考え方に近づいたかなとも

思った私は創造科学は科学じゃないと思う確実な理

由はないけれど。

・　 科学が発展する以前は聖書の内容が人類の歴史だと

ほとんどの人が信じていて、科学の発展を妨たげた

ということ宗教観があまりない私からすると少し

びっくりしたでも様々な考えをもつ人がいて、そう

いう考えとか世の中の情勢とか科学の進歩というの

は切りはなせないのだと思った。

・　 授業じゃなかったら絶対見なかっただろうと思うビ

デオを見たり本を読んだりできたので良かった省察

は難しかったけど納得することが多かった。

・　 デカルトの「省察」を読んだことが印象に残った

「省察」の内容は、とても私には難しすぎて、ちゃ

んと理解できないようにも思うけど、難しかった内

容こと私に強い印象を残した。

・　 デカルトは難しかったですが、水槽脳の考え方はと

ても興味深かったですマトリックスの意味わからな

かった話がやっと理解できました神話も、今まで私

が読んできた本や映画などの元ネタがわかったの

で、より楽しめるようになったし、映像を見ながら

学習したので、創造記の情景がわかりやすかったです。

・　 省察を読んだことが最も印象に残っている理由は授

業の中で最もその活動をした時間が長かったためだ

自然と科学
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が、哲学とはどういうものか、又、それを考えるた

めの根本的な事から学んだから、それによって、よ

りよく哲学について考えることができた。

・　 三段論法の話を数学のときにやった。そのときの考

え方は、確かに日常生活にも用いられると思った一

見当たってるように見えて、実は間違っていたモノ

もいくつかあったそういう思う心理的なものの方が

興味がある。

・　 自分だったら筆者が何を伝えたいのか全く分からな

かったものも、みんなだと様々な観点から見れるの

で、色んな角度から見ることができた物の見え方は

１つじゃない、ということが分かった。

・　グループの中で哲学や聖書に詳しい人の話を聞いて、

専門の研究者でなくても深く知ろうとすれば詳しく

なれるものだと思うようになった。

・　 えせかがくでやった、いろんな方向から考えて正し

いか正しくないか判断する、ということ健康食品な

どの広告をみたりして、会社は法律にふれない程度

でなおかつ見た人が信じて買ってくれるように工夫

されていて、少し関心してしまった。

・　 似非科学の授業で、不実証広告規制とかのところが

印象に残っている広告は、こんなのにだまされる人

がいるのかなと思っていたけど、浄水器？水？のや

つは、危うくだまされそうになった。

・　印象に残っているのは、「二重盲検法」で、理由は上

の通りです最も深く学図したと思うのは「偽健康食

品のプリント」です「ここがおかしい」と思ったこ

とを、証明することを詳しくやったし、不実証広告

規制とかを調べたと思う。

・　 不実証広告規制とかが一番頭に残っているなんか一

番現実ちっくな感じがしたので、広告の話は、広告

の嘘（？）を見抜くことが出来るようになったと思

うけっこう長い時間やってたと思うし、身近でおも

しろかったし…　帰納と演繹はあまりやった感じが

しないけど、実践っぽくてよかったと思います。

・　 活動…というか、自分たちで１つのことを調べて、

どこがあやしいかを調べたこと私は“備長炭”を調

べて、「備長炭の中の微生物が水を分解」してくれる

と書いてあって、「すごい！微生物」と思っていたけ

ど、先生のコメントを聞いて、あやしいことがわ

かったなぜなら、微生物には分解してくれない微生

物もいて、そんな微生物が入っている炭を米の上に

置いたら…逆にきたないからその他にも、友達の発

表をみていると、人間がだまされやすいことがわ

かった。

・　 エセ科学についての授業なにげなく私たちが見てい

る広告などにも実は疑わしい点がたくさんあって、

この授業をうけて、自分のまわりのものを冷静に

ちゃんと見つめられるようになったと思う水が昔の

違いで結晶をかえる、や、ありがとうパワーなど、

疑わしいものがたくさんあって興味深かった。

・　 似非科学を最も深く学習したと思ういろんな広告な

どを例にして、たくさんのものを批評したと思うか

ら世の中には、いろんな矛盾があるということを知

るのが目標だったと思う。

・　 似非科学のことが一番印象に残った。ネットとかの

広告の○○大学教授△△先生とかの教授の地位はお

金で買っていると知って、すごく驚いたごはんに

「ありがとう」と言うと本当に普通より腐るスピー

ドが遅くなるのかどうか、いつかやってみたいと

思ったあと玉を上から転がして輪の中をくぐらせる

のも印象に残ったでも、くぐらせられなかったのが

残念だった。

５．成果と課題

　後期の自然と科学実施前と実施後のアンケートを比較

してみると、以下の結果となっている。アンケート項目

自体についての検討もこれから必要だが、事前と事後で

変化した項目を見ると１、３、５の項目で数値が上昇し

ている。逆に数値が下降しているものは、２、４、６で

ある。半期の授業を行う中で、歴史を科学的に考えるこ

とが必要だと思う生徒が減少してしまったことになる。

その代わり、「科学的である」とはどういうことか理解し

たとしている生徒は増加している。この点は、成果とし

てみることができるのではないだろうか。

　課題とてしては、「数学的リテラシー」とは何かが、良

く理解されなかったように思われる。この点も次年度ど

う取り組むか検討する必要がある。また、科学哲学の分

野から、反証可能性の有る無しが科学と疑似科学との違

いであるとなっているので、「歴史」が科学であるかどう

かさらに検証を進めていく必要があるように思われる。

☆アンケート項目

1人類の歴史にも法則のようなものがあると思う。

2歴史にも科学的に考えることは必要だと思う。

3「科学的である」とはどういうことかよくわかる。

4科学は信頼できるものだと思う。

5「帰納」と「演繹」の思考法の例を、算数・数学に関連

する分野であげることができる。

6「数学リテラシーは、ものを考える杖になる」と言う例

を理解できた。

５：とてもそう思う　　４：そう思う

３：どちらでもない　　２：あまりそう思わない

１：そう思わない
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