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ミネソタ州作成の「環境リテラシーの学習内容と順序」
－環境教育の評価規準とシステムアプローチ－

“Environmental Literacy Scope and Sequence” developed in Minnesota:
Assessment Standard for Environmental Education and the Systems Approach
齊藤智樹、熊野善介（静岡大学創造科学技術大学院）
SAITO Tomoki, KUMANO Yoshisuke (Graduate school of Science &Technology, Shizuoka University)

要約：本研究は、米国ミネソタ州のミネソタ環境支援事務所(MOEA)が作成した”Environmental
Literacy Scope and Sequence”（環境リテラシーの学習内容と順序）に見られる「枠組み」とし
て、①中心となる概念としての「システム」
。②制度としての一貫性。③既存のエネルギー環境教
育プログラムへの適用、④構成主義的科学観・学習論に基づいていることの４つを抽出し、既存の
エネルギー・環境教育において、生徒の学習や、教師の授業づくりを支える資料とも比較しながら、
エネルギー環境教育における分析的な枠組みについて検討する。
１． はじめに
現行の学習指導要領においては、理科をはじめ社会
科、技術・家庭科などに「環境」を扱うことが明記さ
れているものの、発展的に教えることが難しく、扱う
教員も一部にとどまり、学年段階に応じた体系化や、
系統的学習の成立、また学校生活全体への適用など、
多くの課題が指摘されている。(日本学術会議 2008)
こうした問題を解決するためには、エネルギー環境
教育の生産的な研究、教師教育、カリキュラム開発、
評価などをつくりあげるために、理論的に裏付けられ
た分析的な枠組み(Finley, Nam, and Oughton 2011)
が明示的に議論され、続ける必要があるのではないだ
ろうか。本研究ではこうした認識の元、ミネソタ州に
おいて作成された、
「環境リテラシーの学習内容と順序」
(MOEA 2002 訳：齊藤・Iwan・奥村・原口・熊野 2004
以下、本資料）からこうした「枠組み」を抽出し、そ
の特徴を紹介するものである。
中学校理科を例にして捉えれば、学習指導要領、学
習指導要領解説、検定教科書、評価規準のための参考
資料、教育委員会等による評価規準モデル、教科研修
資料等のように、理科という教科の授業・学習を作っ
ていくための資料は、同時に理論に裏付けられた分析
的な枠組みの上に立ち、先生方が各教科の体系を保ち
ながら具体的な授業を設定していくためのスタンダー
ドとして、指導と評価を並行して進めていく過程の中
で大いに利用されている(国立教育政策研究所 2011;
大阪府教育センター 2013 等)。教科を超えた問題を扱

うことになる、エネルギー環境教育においても、こう
した枠組みが整理・具体化され、施行されていくこと
は、その複雑性を理解し、実践・評価・研究され、上
記学術会議(2008)の指摘のような問題を解決していく
上で急務であろう。
２． 枠組みの役割
では、
なぜこのような枠組みが必要なのであろうか。
分析的な枠組みの役割については、
Finley et al.(2011、
p.1066-1067)において詳しくまとめられており、以下
のような点が挙げられている。
・ 領域を超えたレベルあるいは、領域に具体的なレ
ベルでの教える内容を決定することを助ける。
・ 既存のカリキュラムを補完し、一貫性があるもの
にするために分析することを助ける。
・ カリキュラムのデザインについての研究を発展、
実施することを助ける。
・ 教師が内容を理解し、編成し、生徒に教える方法
について評価することを助ける。
・ 生徒の知識の変化についての評価を助ける。
こうした枠組みを捉えるという視点で本資料を見て
いくと、その特徴として、以下のような四点を見出す
ことができた。①中心となる概念として「システム」
を据えていること。②国際レベル・国・県・市のレベ
ルで一貫性があり、制度としての整合性を保とうとし
ていること。③これから行われるエネルギー環境教育
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だけでなく、これまでに多くの努力を払ってつくりあ
げられてきたエネルギー環境教育のプログラムを、学
校の内外どちらを対象とするものであっても、包含し
得るもの、④構成主義的科学観・学習論に基づいて利
用することが可能であり、法的に拘束されているもの
を除いては、学習者の思想・信条や行動を拘束するも
のでないことの４つであり、これらは本資料において
具体的な記述として見出すことができるものである。
以下、本資料の成立背景も紹介しながら、その具体的
な記述を他の既存の資料の枠組みとも比較しながら、
考察していく。
３． 環境リテラシーの学習内容と順序の成立
本資料は、2002 年に米国のミネソタ州で作成された”
環境教育にシステムアプローチを提供する”評価規準
というべき文書である。本資料の中には、1.中心とな

る知識（システム）の定義、2.環境リテラシーの学習
内容と順序、3.アプリケーション（あらゆる事柄への
この文書の適用）が含まれており、環境教育の授業や
その枠組みを開発するためのツールとなっている。全
体像はミネソタ州の提供している Web サイト”SEEK”
において参照できる。(http://goo.gl/kGHn6o）
本資料は「システム」と呼ばれるすべての科学に共通
する概念の一つをその中心となる知識として据えてい
る。このことは、エネルギー環境教育の枠組みとしてど
のような役目を担っているであろうか。文書の作成者で
あ る MOEA(Minnesota Office of Environmental
Assistance)は、これによって環境教育がより明確な目
的意識を持って行われ、その評価の客観性を高め、より
客観的なものにしていくための論点が明確化されると
している。(Environmental Literacy Benchmarks、p.9、
11 以下、指定のないものは本資料のページを表す。)
以下 3.1 では、この文書の「はしがき」(pp.1-3)を
要約し、文書成立の概要をまとめる。
3.1 この文書ができるまでの経緯
90 年代中頃、ミネソタ大学の Fred Finley 博士は、
州内の 10 大学が共同で行った
「環境教育教師教育プロ
ジェクト」における最初の会議で、その会議の目的ス
テートメントを提案した。彼は、
「この惑星は 1 セット
の自然と社会のシステムである」ということを焦点と
捉えるべきであるとした。
この会議とほぼ同時に、連邦レベルと州レベルの２
つのプロジェクトが同様の結論を出している。
一つは、
カリフォルニア州の州教育委員会内で始められた「環
境リテラシーのためのカリフォルニアガイド」プロジ

ェクト。もう一つは、12 州の州教育委員会の代表が彼
らの州の環境教育をどのように増進するのかを発見す
るために組織した州環境教育円卓会議 SEER(the State
Education and Environment Roundtable)である。
SEER のプロジェクトのうち 1 つは、どうしたらわた
したちの生徒に環境リテラシーを持たせることができ
るか、そしてそれが実行されるまでの教育活動の負担
の大きさはどの程度のものかを知るために全国的に使
用することのできる、
環境リテラシーのための評価(ア
セスメント)を開発することであった。
SEER とミネソタ州の教育委員会である DCFL(the
state Department of Children 、 Families and
Learning-ミネソタ子ども・家族・学習に関する委員会)
は、幼稚園から、あるいは幼稚園入園前から成人に至
るまでの一連の学習ステップを構築する必要があるこ
とに合意した。
ミネソタ州の DCFL も環境教育だけでな
く、全ての教育規準(スタンダード)の作成に関わる州
規模の戦略を進めていたところであったので、SEER は
環境教育におけるミネソタ州の取り組みをサポートす
ることに決定し、それがうまく行った場合、それを全
米レベル(nationwide)で行うことに決めた。
こ の 後 、 AAAS の ”Benchmarks for Science
Literacy”(1993)から踏襲されている、一般システム
に関する規準(ベンチマーク)が導入され、この文書に
おける発達段階ごとの
「環境リテラシーの規準」
(P.10)
に生かされている。
なお、本資料の作成には、ミネソタグリーンプリン
ト会議の元代表であり、ミネソタ環境教育教師教育プ
ロジェクトのマネージャーでもある Pam Landers を中
心に Mike Naylon、 Annette Drewes 等によってまとめ
られ、文書の作成には小中高等学校の教員、環境資源
局、教育とビジネスのパートナーシップを促進する
NPO である SciMathMN、ミネソタ大学、ミネソタ州の教
育委員会にあたる DCFL、ミネソタ博物学会、環境学習
センター、科学カリキュラムスペシャリスト、国立公
園そしてミネソタ環境保護局等からの職員が参加した。
3.2 システムという概念
本資料の一つ目の特徴として、システムの概念をそ
の枠組みとして提案している点が挙げられる。システ
ムという概念を枠組みに持つことにはどんな意味があ
るだろうか。「一般システム理論」を提唱した
Bertalanffy は、著書の中で、以下のようにその背景
をまとめている。
1954 年、一般システム理論のための学会を作る計画が AAAS
の年会で認められた。これにより「一般システム研究会」という
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名称で学会が開かれた。学会の設立趣意は、以下のようなもので

表１ ５つの重要なシステムの概念とその定義

ある。
一般システム研究会は、1954 年に個々の伝統的な知識分野を
越えて応用しうる理論体系の発展を促す目的で設立された。
主な
役割は、(1)いろいろな分野の概念、法則、およびモデルの同型
性を研究し、各分野間の有益な転用をはかること、(2)理論的な
モデルの欠けている分野で適切な理論モデルの発展を促すこと、
(3)異なった分野での理論的な努力の重複を最小限にとどめるこ
と、(4)専門家間のコミュニケーションの改善を通じて科学の統
一化を促進すること。
（Bertalanffy、1968 訳：長野、太田、1973
P.12）この学会は、米国に続いてヨーロッパのあらゆる地域を中
心地に地方支部ができており、それ以降、ノバート・ウィナーの
「サイバネティクス」
や、
シャノンおよびウィーバーの情報理論、
フォン・ノイマンおよびモルゲンシュターンのゲーム理論等、同
時に現れたこれらの理論が、
今日の複雑系科学およびシステム思
考に影響を与えている。(齊藤要約 2006)

以上の記述から、1950 年代に提唱された一般システ
ム理論が、その後の研究につながっていると見ること
ができると同時に、本資料の文脈においては、システ
ムという概念を各教科で扱われる概念とは別に、エネ
ルギー環境教育の理論的枠組みの一つとして据える理
由としても(1)～(4)を読み直すことができよう。
3.3 本資料におけるシステムの概念
本資料においては、AAAS(1993)による定義をまとめ
る形で、システムの定義を以下のように示している。
システムとは、
識別可能な全体を形成するために相互作用する
物体・物質・現象・過程・考え・原理・規則・組織あるいは人々
から成る、相互作用のある部分の集まりです。それは、単に部分
を単独で研究するだけでは理解できない方法でともに働いてい
ます。
システムは部分の相互作用から発生するものによって特徴
付けられています。また、これらの相互作用は、しばしばシステ
ムの部分と同じくらいに研究の対象として取り上げられていま
す。
（AAAS 1993）

このように AAAS の記述にも、
システムを引用するこ
との意義が込められているが、理科や社会科の中で単
独に探究するだけでなく、そのつながりそのものに着
目した学習活動を支えるためであることが分かる。
また、本資料は「部分と事象 」
「相互作用と関係性 」
「サブシステム 」
「インプットとアウトプット 」
「時
間に伴う変化 」
という５つの
「重要なシステムの概念 」
(Key System Concepts)でシステムを説明している。そ
して、その下位にシステムへの理解をサポートするも
のとして、59 個の「サポートする概念」 (Supporting
Concepts）を置いている。(p.11)
そこで、
「Concept Reference Pages 」(pp.18-81)

にみられる５つの重要なシステムの概念についての定
義を表１に示し、本資料に見られる枠組みとして詳し
く見ていくことにする。
具体的な「サポートする概念 」の入れ物でもある５
つの「重要なシステムの概念 」の定義は、より一般的
な表現に留められているが、実際の授業において扱わ
れる個々の概念と、システムそのものへの理解とをつ
なぐ重要な内容である。実際にどの重要なシステムの
概念 にどんなサポートする概念 が含まれているのか
については、文末の資料 A に示す。
重要なシステムの概念 と、サポートする概念 を説
明する「Concept Reference Pages 」は１ページずつ
にまとめられており、表 1 の内容はここから抜き出し
てきたものである。
Concept Reference Pages には、概念の「定義 」
、
「ス
テートメント(児童生徒が理解する内容)」
、関連する
「議論 」
、
「自然のシステムへの適応 」
、
「社会のシス
テムへの適応 」
、
「自然と社会の間の相互作用 」とい
う項目がそれぞれ示されている。例えばサポートする
概念 の一つである「エネルギーとその推移 」につい
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ての内容は表２のようになっている。ここでは紙面の
関係で、１ページにまとめられた表を分割して、その
内容を示す。
表２ Concept Reference Pages の例
コンセプト
自然のシステムへの適応
エネルギーとその推移
定義
太陽は、自然のシステムに
物理的なシステムがある状態
おいて、たった一つの最も重
から、あるはっきりとみなせる状
要なエネルギー源である。
態への変化の中で行うことので
地球の温暖化に加えて、大多
きる仕事。それは、位置エネル
数の地上や、水生の、そして
ギー、運動エネルギー、および
海洋に生きる種の食物連鎖
静止エネルギーの影響を合計し は、直接的に、あるいは間接
たものである。
的にでも、緑色植物によって
ステートメント
捕えられた太陽エネルギーに
児童・生徒は以下の理解した
依存している。
内容について説明する。自然や
緑色植物は、他の植物の栄
社会のシステムは、仕事をする
養素となる炭水化物を作り上
ためにエネルギーを使用する。 げるために、空気からの二酸
そしていくらかのエネルギー
化炭素を土からの水や鉱物と
は、熱として環境中へと失われ
化合させる一つのエネルギー
ていく。
源として、太陽光を利用するこ
議論
とができる。これらの植物は、
エネルギーは自然や社会の
食物連鎖や食物網が創られて
システムに一貫しており、それ
いく土台となる。
は仕事を遂行するために使用さ
消費者は、草食動物も肉食
れる。どちらのシステムにおい
動物も、食物連鎖にそって、こ
ても、仕事を行うためにエネル
の蓄えられたエネルギーを取
ギーが変質されるときや、エネ
り入れる。この蓄えられたエネ
ルギーが別の形のエネルギー
ルギーのいくらかは、生き物
に変わる時、エネルギーは熱と
をつくりあげたり維持したりす
して浪費される。この熱エネル
る働きのために使われること
ギーは、あるシステムの中で、
になる。いくらかは熱に変換さ
別の目的に使用される。あるい
れる。
は、使用されない熱として浪費
される。
社会のシステムへの適応
自然と社会の間の相互作用
例
産業化された社会における社
自然のシステムは、社会の
会のシステムは、製品の組み立 システムのエネルギーに対す
て、食物の処理、農業、輸送、あ る要求の影響を受けている。
るいはエネルギーのあるともの
・ 発電所は、しばしば川や湖
からあるものへの変換といった、
からの水を、設備を冷やす
環境のコントロールにとても多量
のに利用する。設備は水へ
のエネルギーを使っている。獲
沈められ、設備からの浪費
得、移転、変容、家庭における
された熱は、水生の生態系
消費などを導く社会のサブシス
へと返る水へと戻される。い
テムの一部は、多数から成って
くつかの条件下では、自然
おり、それぞれの相互作用は複
の生態系における水温の上
雑である。このシステムの部分
昇は、そこに生きている生
が見当たらないか、そのシステ
き物にとって否定的な結果
ムが破損したか、組合せを誤っ
を招くことになる。
たか、接続を誤った場合、社会
・ 木が主要な燃料となってい
のシステムは全体として影響を
る地域では、村やコミュニテ
受ける場合がある。
ィーを囲んでいる地域の樹
石炭は採掘され、遠い距離を運
木の伐採は、木が自然の再
ばれ、コミュニティーに供給され
生による入れ替わりよりも早

る電気的なエネルギーを発生さ
せるために使われる。このシス
テムにおけるどのようなつながり
の、非常に長い分裂は、特に冬
において、コミュニティーに重大
な結果をもたらす。
アメリカにおけるエネルギー
のほとんどは、化石燃料（つまり
石炭・石油）などによって提供さ
れる。これらの資源の減少は、
今日知られているように、社会
に深遠な効果があるだろう。
産業化されていない社会は、
産業化された社会よりも、エネル
ギーを必要としない。なぜなら、
より多くの仕事が人間と動物によ
って行われているからである。し
かし、彼らは暖をとったり、料理
をしたり、人工物を組み立てると
いったことを行っている。

く収穫されたとしたら起こる
ことになる。
・ 原油は、油井から汲みださ
れ、精製される場所まで、
長い距離を輸送される。と
ても大きな輸送手段が使用
されている。原油流出事故
の危険性が増している。原
油の流出は、このシステム
の一部の機能不全の良い
例となっている。
高い硫黄分を備えた石炭
は、燃えた時に硫黄酸化物を
生成する。
これらは大気中へと排出さ
れ雨水に溶けて、酸性雨とし
て地球に返される。

以上に示したように、本資料におけるシステムの概
念は、重要なシステムの概念と、それをサポートする
概念によって説明されており、それぞれシステムとい
う考え方と、授業で示される具体的な内容とをつない
でいる。
この特徴について、日本の既存の資料に示される枠
組みを見返してみると、
新しい環境教育指導資料[小学
校編](国立教育政策研究所教育課程研究センター
2007、以下「新指導資料」)では、環境を捉える視点と
して循環・多様性・生態系・共生・有限性・保全の６
つが紹介されるとともに、これらが社会科・理科・家
庭科についてのみ、具体的な教科の内容と照らしあわ
されている。
また、
「自然のシステムのことを
『生態系』
という」ことや、
「環境について学ぶ（環境や自然と人
間とのかかわり、さらには、環境問題と社会経済シス
テムの在り方や生活様式とのかかわりについて理解を
深める。
）
」ことが小学校段階での目標として捉えられ
ているが、システムそのものについての具体的な記述
は見られない。「エネルギー環境教育ガイドライン
2013」(一般財団法人 新・エネルギー環境教育情報セ
ンター 2013、以下「ガイドライン」)は、こうした教
科において、エネルギー・環境問題に関わりがある学
習が行われつつも、主な目的が他にある(同、p.26)こ
とを指摘しているものの、その具体的な内容はやはり
教科のなかに留められている。この点については、米
国でも National Science Education Standards (1996)
の段階では、内容規準(Content Standards)として、単
に異なる面の異なるスタンダードを集めただけであっ
た(Mayer & Kumano 1999、Finley & Enochs 2006)こと
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が指摘されており、新しい Next Generation Science
Standards (NGSS Lead States 2013)では、
「システム
とそのモデル 」を含めた「Cross Cutting Concepts 」
が、
従来の Discipline のどの内容と一緒に教えられる
かということを、
併記して示すような形になっている。
以上を踏まえて、この枠組みから示唆されることは
二つある。一つは、エネルギー・環境問題の超領域性
をカリキュラムに含みこむことについての問題、もう
一つはシステムの示す「構造」がエネルギー・環境問
題の理解を支えることになるという点である。
システムという概念を扱うことは、エネルギー・環
境問題という超領域的(transdisciplinary)な問題を
学習する場面において、どの様な意味があるのか
Gibbons (1994; 訳：小林 1997)によれば、超領域的な
問題を扱う mode2 では、問題設定がアプリケーション
の文脈によって決まり、大学研究者、産業界、政府の
専門家、市民などが必要に応じて参加していく。個別
のディシプリンには無い独自の理論構造、研究方法、
研究様式を構築し、そこでは、コミュニケーションが
決定的に重要であるとされており、わたしたちは「そ
の必要があるときだけ」各々の学問分野を解体し、他
との協働により、超領域的なディシプリンを形成し、
問題解決に向かうという。この点が、各教科には含み
こむことのできない超領域性であり、エネルギー・環
境教育を支える枠組みとして重要な点の一つであろう。
エネルギー・環境教育に合わせたアプリケーションの
設定が必要だ。
また、Ford & Pungo(1964)まで遡ると、当時のカリ
キュラム開発から同様の問題点を、うかがい知ること
ができる。
ある事象についての構造の知識は、
その事象同士の関係性につ
いては、ほとんど情報を示してくれない。…中略…カリキュラム
において、これは各教科の構造の知識が、知識とカリキュラムの
どちらも編成することを可能にしてはくれないことを意味する
(同、p.3)。

この時点においては、ある教科の内部の知識が、カリ
キュラムを編成する際の教科同士の知識の関係性につ
いて説明してはいないことを示している。このことは
同様に、ある教科の知識が、一つ上のレイヤーにある
超領域的な問題について説明をしてくれるわけではな
いことを類推させる。
加えて、同時期の Bruner(1961)の言葉を借りるなら
ば、教材の複雑性が認知的な「構造」のなかに埋め込
まれることにより記憶となり、ひいては問題解決の過
程において利用可能になるわけで、環境意識が一時的

に高まったとしても、行動に簡単に結び付くわけでは
ない(熊野, 2002)ことを考えると、エネルギー・環境
問題を描く構造として、システムが明示されることに
意味があるだろう。
４． 制度としての整合性
国際レベル・国・県・市のレベルで一貫性、制度と
しての整合性という意味では、以下のような点が、本
資料の特徴として見受けられる。
まず、国際的なレベルについてであるが、システム
思考という考え方は、既に 2005 年から開始された『国
連・持続可能な開発のための教育の 10 年（UNDESD）
』
においても、ESD を特徴づけるキーワードとして強調
されている(曽我 2013)、
システムは ESD の示すキーワ
ードのうちの一つでしかないが、このように国連ある
いは UNESCO の示す枠組みに対応しているのかも、
エネ
ルギー・環境教育を支える分析的な枠組みの一つであ
ろう。
では、国のレベルでの整合性はどうだろうか。本資
料では、EPA(環境保護局)による環境教育の定義、
NAAEE(北アメリカ環境教育協会)による
「環境教育にお
ける卓越性のためのガイドライン」
、前出の SEER(州環
境教育円卓会議)などの国レベルあるいは州をまたい
だレベルでの組織・文書を参照しながら、
AAAS(American Association for the Advancement of
Science)によって過去に示された”Science for All
Americans”(1989) 、 ”Benchmarks for Science
Literacy”(1993) や ”National Science Education
Standards”(National Research Council 1996、訳：
長洲・熊野・丹沢 2001)を踏襲しており、米国におけ
る枠組みの一つとしての特徴を示していた。本資料で
は「環境リテラシーの規準」として、それぞれの学年
を終えるまでに環境リテラシーを獲得するために生徒
が理解するべき学習内容をまとめ、以下の表３ように
定義されている。(P.10)この規準は、前述の通り AAAS
による”Benchmarks for Science Literacy”に基づい
て作成されていることが見て取れる。(本資料 P.86、
Benchmarks for Science Literacy 1993、
P.261-266) 本
資料では、AAAS の規準が「自然のシステム」としてい
る部分を「自然と社会のシステム」と置き換えられて
いることが分かる。
また、州レベルでの対応について見てみると、州の
制定法(p.4)やグリーンプリント(州の環境教育計画
p.5)などを参照しながら、P.93～にはミネソタ州の卒
業規準のうち理科と社会科における「環境」に関する
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表３ 環境リテラシーの規準(ベンチマーク)

幼稚園入園前から小学校第 2 学年
・ 自然と社会のシステムは、部分からできている。
・ それらの部分のうちいくつかが欠けている場合、自然と社
会のシステムは機能し続けなくなるかもしれない。
・ 自然や社会のシステムの部分が合わさったとき、それら自
身単独の力ではできなかったことができるようになる。
小学校第 3 学年から第 5 学年
・ 多くの部分からなる自然や社会のシステムにおいて、部分
同士は通常影響しあっている。
・ それらの部分が欠けたり、壊れたり、組み合わせを誤った
り、つながることができなかった場合、自然や社会のシス
テムは、機能し続けないかもしれない。
小学校第 6 学年から中学校第 2 学年
・ 自然や社会のシステムは、物事と同様に過程を含んでいる。
・ ある自然や社会のシステムからのアウトプットは、他の自
然や社会のシステムの部分へのインプットとなることにな
る。
・ 自然や社会のシステムはお互いにつながっており、それぞ
れより大きなシステムやより小さなシステムへとつながっ
ている。
中学校第 3 学年から高等学校第 3 学年（成人まで含む）
・ 自然や社会のシステムの相互作用は、一方の個のシステム
とは異なる性質を創りだすことになる。
・ 自然や社会のシステムの間の相互作用は、それらの境界線、
他のシステムとの関係、および予期されているインプット
やアウトプットによって定義されている。
・ うまくいっている自然や社会のシステムのいくつかの部分
からのアウトプットのフィードバックは、システムをより
理想的な状態に近づけるために利用される。
・ システムのいくらかの部分の変化や、自然と社会のシステ
ムの間のつながりの結果を正確に予想することは、いつも
可能であるとは限らない。

分野の内容が示され、K-12（小学校入学前から高等
学校）までの各発達段階に照らし、表にまとめられて
いる。この内容はまた、既存の制度に対する整合性を
示す例である。
ミネソタ州の卒業規準自体は、既に書き換えが進ん
でいるが、新しい規準の中でもシステムの概念が示さ
れていくのかは、今後見ていくことで、発見があるだ
ろう。例えば、より新しい規準である、NGSS(NGSS Lead
States 2013)や、ミネソタ州の新しい規準(2009)のな
かにもシステムの記述は見られる。ここでは詳しく触
れないが、国・州のスタンダードとの整合性は継続し
ている。
なお、米国内においては、連邦レベルのスタンダー
ドではなく、州レベルのスタンダードに現場への拘束
力があるわけだが、互いの整合性をこのような形で取
っていることは、スタンダードを構築していくうえで
参考となる点の一つであろう。
先にもあげた「新指導資料」や「ガイドライン」は、

ベオグラード憲章(1975)を中心として国際レベルにお
ける環境教育の目的と、国レベルでの環境教育増進を
目指した法律(環境の保全のための意欲の増進及び環
境教育の推進に関する法律(2003)や学校教育法等の一
部を改正する法律(2007)等)にもとづいて、
いわゆる環
境リテラシーを定義し、それを実際に法的拘束力のあ
る現行の学習指導要領に読み換える形で、実践を促し
ている。国際レベルでの枠組みと、それを学習指導要
領に読み換える間には、どうしても隔たりがある。こ
のことは、本資料においても拭い切れないエネルギ
ー・環境教育における実践・評価の障害となっている
部分ではないかと考えられる。その理由は、以下に示
す環境リテラシーの定義によるものではないだろうか。
一般に環境リテラシーと言った場合、前述のベオグラ
ード憲章では、
「認識（Awareness）
，知識（Knowledge）
，

態度（Attitude）
，技能（Skills）
，評価能力（Evaluation
ability）
，参加（Participation）
」などの項目が挙げ
られ実際に行動を起こすために必要な目標が示されて
いる(新指導資料、p.3)。こうした国際レベル、あるい
は国レベルでの目標は、どうしても一般性を保つため
に、リテラシーの定義の一つでもある「学習者に獲得

して欲しい学力・能力・態度だけではなく、個人の学
習やそれを評価することまで含めた、力を獲得する過
程も含んでいる 」
（鈴木, 2000）という面で、具体性
がなかった。この点「ガイドライン」では、
「子どもた
ちに求められる資質や能力 」として、同ベオグラード
憲章の項目を挙げ、それを「関心意欲態度・知識理解・
思考判断表現・技能・行動実践 」というように、学習
指導要領に基づいた項目に「行動実践 」を足した「観
点別目標 」に読み換えている。こうした段階が踏まれ
ることで、大きな目標に向けた枠組みが初めて現場レ
ベルで実践可能なものとなるだろう。こうした分析的
な枠組みから見れば、本資料はシステムという概念を
抽象的なレベルから、実践・評価が可能な具体的レベ
ルに適用するための枠組みを示していると言えるだろ
う。この点については、以下で触れる。
５． これまでの実践との適応
本資料においては、実践とどのようにつなげるのか
という部分にもページが割かれており、過去の実践例
との整合性も確認されている。例えば、P.98～の「サ
ンプルとなる学習単元 」においては、他で開発された
環境学習に関わる従来のプログラムにおいても利用す
ることができることを利点の一つとして示している。
そこで、従来のプログラムにおいて既存のカリキュラ
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表４ 従来のカリキュラム実践時に必要なこと
・ 授業を調査して、生徒が何を学習しているかを見極める。
・ その授業に含まれる、重要なシステムの概念とそれをサ

ポートする概念を見極める。
・ 環境リテラシーの規準が、どのように授業に当てはまる

かを説明する。
・ 規準と概念が、生徒の学習したものにどのように関係し

ているかを生徒が理解できるように授業方法を決定す
る。
・ 生徒の学習を評価するために、規準と概念を利用する計
画を立てる。

ムを実践する場合に、教師に必要なこととして以下の
表４のようなことが必要であるとしている。
これらの点は、実際の学校での実践を想定して考え
られており、本資料には更に P.98～112 にかけて、
「計
画の枠組み」
、
「単元計画のプロセス」
、
「サンプルとな
る活動の授業案」などが示され、既存の学習体制にど
のように適応することができるかが示されている。こ
うした枠組みは、例えば総合的な学習の時間で既に環
境教育を実践してきた学校や、学校外でのエネルギー
環境教育を提供してきた組織等などで、チェックリス
トとして活用できるであろう。
６． 構成主義的科学観・学習論との適応
さらに、本資料(P.100)においては、単元学習が複数
の教員によって、あるいはより生徒中心
(Student-centered)のプログラムの中で、教師と生徒
の協力によって決定することができること、そしてオ
ープンエンドの質問によって促進されること、生徒に
よって自由に決定された自然や社会のシステムがいっ
たん識別されれば、卒業規準のタスクを開発すること
ができることが示されている。
そもそも、
「生徒中心の授業 」という考え方の起源
は構成主義にあると見ることができ(Vyhmeister
2001; Mattes 2008; 中村 2007)、この点からも本資料
が、
④の枠組みを示していることが見て取れる。
また、
4.2 で示した単元計画や学習の例は、
「環境リテラシー

の学習内容と順序」を、生徒の探求を深めるために使
用したもの (P.100)であることも、同時に記されてい
る。
この点から見ると、本資料は「新指導資料」や「ガ
イドライン」などと違った特徴として、学習指導要領
や州の卒業規準に沿った学習だけでなく、児童・生徒
のより自律的な学習として、エネルギー・環境教育を
進めていく場合、つまり日本でいえば総合的な学習の
時間における実践のような場合でも、評価規準を構築
するための枠組みを提供していることが分かる。また

「ガイドライン」が示しているような、
「行動」を観点
として含めることは、確かに国際レベルでの環境教育
の目標にもなっているが、果たしてそれをどう評価す
るのかといった時に、こうしなければならない絶対的
な内容を示すことが難しいのではないかと考えられ、
今後さらに議論が必要であろう。
７． まとめ
本研究では、ミネソタ州の作成した「環境リテラシ
ーの学習内容と順序」について紹介してきたが、前述
の通りエネルギー環境教育の評価規準にあたるものの
なかでも、特にシステムという概念に着目しているこ
と、そしてその概念を実践・評価レベルとつなげるこ
とを視野に入れた資料であることがその特徴であると
言えるだろう。
一般システム理論を紹介する文献の中には
「General
Systems Theory—The Skeleton of Science」(Boulding
1956)と題して、
科学の骨格であると説明する文献もあ
る。本資料が示すようにシステムという概念が、エネ
ルギー環境教育において、超領域的な問題を対象にし
た理解を支える学習内容として実際に機能し得るかに
ついては、更なる議論が必要であろう。
また、学校現場への適用として、子どもたちの示す
あらゆる課題に対応するという意味でも、システムと
いう概念が役目を果たしていることが示された。この
点から見れば、本資料はエネルギー環境教育における
評価の枠組みとしても捉えることができた。評価につ
いては、各教科の枠組みの成立の歴史なども参照しな
がら、エネルギー環境教育に合わせた枠組みの検討が
必要であろう。
以上の事から、国内外の資料に見られる、エネルギ
ー環境教育の分析的な枠組みは、明示的に抽出され、
更なる検討を繰り返しながら、整理・検討されていく
べきものと考える。
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資料 A
部分と事象
相互作用と関係性
サブシステム
非生物的な要素
原因と影響 混沌 サイクル（循環）
生物群系 境界線 格付け
個体 特質
機能 移住 見込み・確率 生態系
生態系 コミュニケーション
類似点と相違点
移り変わりと恒常性 コミュニケーション 協働
コミュニティー 言語 政治 経済
考えとコンセプト
フィードバック 公式と非公式
宗教 生息場所 階層化
メンバー グループ・種
組織・構造 理想と現実 パターン
家族と親族関係 生態的地位
生物的な要素
人口・個体群 相互関係 栄養段階 捕食
インプットとアウトプット
時間にともなう変化
人工物 コミュニケーション 教授
蓄積 気候 サイクル（循環） 多様性 進化 絶滅 グループ・種
技術 廃棄物・浪費 製品 革新と発明
地形学的 アイデアとコンセプト 革新と発明 割合 人口・個体群
エネルギーとその推移 資源
知識 移住 閾値 突然変異 見込み・確率 余剰物 格付け

