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中学校の理科教育における 

トランスサイエンス導入の方法と基準づくり 
 

鈴木 克治（1 年目） 

2017 年 2 月 10 日 

担当教員：川本 思心 

 

概要 

「出生前診断を受けますか？」「原子力発電所は必要だと思いますか？」「遺伝子組み

換えを導入した食品を購入しますか？」義務教育を終え、自立した個人として社会へ歩

み出す 15 歳の生徒たちは、これらの問題にどう答えるだろう。 

筆者は中学校の理科教師として、発展し続ける科学技術とそれに付随する社会問題に

ついて系統的に授業で扱い、トランスサイエンスに関する知識・思考力・判断力を育成

する必要があると考えた。そこで本活動では、中学校の理科でトランスサイエンスをテ

ーマにした授業を実際に行い、どのような内容や時数・時期・配慮事項などが必要かを

検討した。 

結果として、取り上げたいテーマに関わりの深い教科書の内容を学習した直後に、ト

ランスサイエンスの授業（トランスサイエンス授業）を行うことが生徒にとって課題の

理解が容易であることが分かった。一方で、授業テーマによっては、生徒のプライバシ

ーに関わる可能性があり、内容や使用する言葉について十分な検討が必要となった。そ

のため、授業準備に多くの時間が割かれ、頻繁にトランスサイエンス授業を行うことは

できなかった。 

今後はより簡便にトランスサイエンス授業を行う方法を検討する必要がある。 

 

 

背景と目的 

現在、科学技術は飛躍的に発展し、私たちの生活に大きな利益をもたらしている。この

科学技術の発展は、私たちの死生観や尊厳を揺るがすほど拡大し続けており、このような

科学技術が多くの分野に影響を与え続けている状況や問題をトランスサイエンスという

（Weinberg 1976; 小林 2007; 小林 2012）。 

このような、科学技術の急速な変化に教育分野は対応できていない。生徒が実際に関

わる可能性の高い生殖医療やエネルギー問題などを扱う授業は、担当教師の裁量に任せ

られている。中学校の理科教師として筆者は、生徒が実際に科学技術問題に直面した場

合に、自ら適切な行動がとれるような力を身につける理科教育の必要性を感じている。 

そこで本活動では、トランスサイエンス授業を行うには、どのような内容・方法・時

期・時数がふさわしいかを検討した。 
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実施概要 

生徒にとって直面する可能性が高く、切迫した問題である出生前診断をテーマにトラン

スサイエンス授業を実施するにあたり（1）～（6）について検討を行った。 

 

（1）授業形態 

（2）授業を導入する時期 

（3）授業の頻度 

（4）授業内容の配慮事項 

（5）生徒とトランスサイエンスの関係 

（6）教員とトランスサイエンスの関係 

 

検討の結果、別添資料「3 学年理科 出生前診断についての授業」に示す授業を実施し

た。授業は筆者が勤務する公立中学校の 3 年理科の時間で行った。評価にあたっては、授

業直後に同僚にヒアリングを行った。また、生徒の意見・感想はワークシート（別添資料

参照）で回収した。 

 

 

結果および考察 

（1）授業形態 

本授業は、ディスカッション形式の授業を導入した。また、テーマについての解説は

最小限にとどめるよう心掛けた。これは、生徒が実際にトランスサイエンス問題に直面

するときは、多くの関係する人と話し合い、今ある知識と生活経験から決断を下すこと

になると思われるからである。したがって、そのような現実社会の状況を本授業で追体

験させるためにこの形式を採用した。 

この形態をとることで、授業内で互いに意見を主張したり、討論したりすることで、

より深い学びを実現することができた（後述の（5）参照）。 

 

（2）授業を導入する時期 

3 学年の「遺伝」の学習を終えた直後（7 月 14 日）に、発展的な学習と位置付けて出

生前診断のトランスサイエンス授業を行った。これは、遺伝分野とトランスサイエンス

のテーマの関わりが深いため、生徒がトランスサイエンス授業の内容を理解しやすいと

考えたからである。 

実際に「染色体・優性思想・DNA」などの言葉が出てきても、戸惑いなくトランスサ

イエンス授業に参加できていた。さらに、既習事項が実社会や自分の人生に大きく関わ

っていることを理解することで、学習意欲の向上にもつなげることができた。したがっ

て、トランスサイエンス授業は関連の深い単元を終えた直後に行うのが望ましい。 
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（3）授業の頻度 

  中学校理科で 1 年間に学習する生物分野・地学分野・化学分野・物理分野の 4 つの分

野で、それぞれに関わるトランスサイエンス授業を行う計画を立てたが、授業時間の確

保や学力テストに向けた進度の調整、授業準備の大変さから、1 回しか行うことができな

かった。これでは、生徒に思考力や判断力を身に付けることはできない。 

したがって今後は、①トランスサイエンス授業の実践例を集めて、相互で利用できる

ようにすること、②簡単な授業準備や実施時間でできるトランスサイエンス授業（トラ

ンスサイエンス・トピックス）の開発が望まれる。年数回のトランスサイエンス授業と

日常的なトランスサイエンス・トピックが並行して行われると、生徒に効果的に力を身

に付けさせることができると考えられる。 

 

（4）授業内容の配慮事項 

  トラスンスサイエンス授業の内容が、生徒や生徒の保護者・家族と深く関わる場合が

ある。例えば出生前診断をテーマにすると、支援の必要な生徒や障がいのある家族をも

つ生徒が学級にいる可能性がある。また、エネルギー問題をテーマにすると、家族がエ

ネルギー関連の企業に勤めている家庭の生徒も学級にいる可能性がある。 

したがって、生徒の実態を理解している担任や学年に所属する教員と授業内容や使用

する言葉などを検討する必要がある。また、必要に応じて保護者や管理職の承諾を得る

ことが望ましい場合もある。 

 

（5）生徒とトランスサイエンスの関係：生徒の反応から 

授業を行った 3 年生で、出生前診断という言葉を聞いたことがあるという生徒はいた

ものの、内容を理解しているものはいなかった。日常的に話し合い活動に慣れている集

団ではあったが、ディスカッションは非常に活発であった。多くの生徒は近い将来、自

分が関わる可能性が高いことに驚きを覚えていた。授業後に、自分で出生前診断につい

て調べた生徒も現れた（実際のコメントは、別添資料「生徒の感想」を参照）。 

この授業を通してあらためて、生徒へのトランスサイエンスの教育が必要であると感

じた。また、トランスサイエンスの教育は内容を工夫することで、全学年で取り組むこ

とができると考えられる。3 年間を通して生徒全員に授業を受けさせることが、生徒の思

考力・判断力の育成につながると思われる。 

 

（6）教員とトランスサイエンスの関係 

筆者の職場の教員や知り合いの教員で、トランスサイエンスという言葉を知っている

者はいなかった。また、出生前診断の授業を行っている教科は筆者の調べた限りなかっ

た。一方で、このテーマに関する授業の実施に賛同する教員は多数おり、ある学年の担

任は自身の出生前診断を受診するかしないか悩んだ体験から、本授業の前から道徳の時
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間を利用して生徒に生命倫理の調べ学習をさせていたことが分かった。 

つまり、トランスサイエンスに関する教育は必要性と感じているが、実行していなか

ったり、単独で取り組んでいる現状が分かった。今後は、トランスサイエンスという考

え方を教員に浸透させ、教育活動に組織的に取り入れていく方法を考えことが必要であ

る。 

 

 

展望 

今の学校現場は、生徒も教員も非常に多忙である。この傾向はますます強まり、今後は

朝の 10 分間や土曜日に授業を行うようになると予想される。こうした中でも、生徒のため

に行わなければならない教育がある。それがトランスサイエンス問題だと私は考える。し

たがって、より簡単な準備・より少ない授業時間・より簡単な授業内容で、より大きな教

育効果があげられるような授業工夫や組織づくりが必要である。簡単な準備を実現するた

めの方法として、東京大学のチームが開発したカードゲーム「nocobon」の利用を検討して

いる。来年度は nocobon の活用も含め、さらにトランスサイエンスのよりよい導入方法を検

討して行きたい。 

 

 

参考文献 

小林傳司 2007: 『トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ』NTT 出版. 
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5 日閲覧）. 

Weinberg, A. 1972: “Science and Trans-Science,” Minerva, 10, 209-22. 
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平成２８年７月１４日 

３学年理科 出生前診断についての授業案 

・３年生は、遺伝や DNA、優性形質などの学習を終えたばかりである。 

・この遺伝分野の学習は、「出生前診断」に深い関わりをもっている。 

・生徒は、出生前診断に関わる可能性がある。 

・義務教育で、出生前診断について学ぶ機会はない。 

・そこで、理科の授業で出生前診断について理解させ、将来の判断に生かす経験をさせる。 

 

目的：出生前診断について知る。 

     出生前診断の課題を話し合いの中で見出す。 

段

階 
生徒の活動 形態 評価の観点・方法 教師の活動 

導
入 

○将来について考える。 

・結婚したいか。 

・子どもは欲しいか。 

・どのような家族構成か。 

個人 ・発言 ○将来について考えさせる。 

・結婚観、家族計画、理想の子ど

も像など。 

 子どもを産むか意見交換し、自分で決断する。  

    

展 

開 

 

○子どもを産むか考える。 

・条件を聞いて考える。 

○意見を交流する。 

・自分の意見を述べる。 

・他者の意見を聞く。 

・比較する。 

○議論する。 

・質問や意見を交換し、議論

を行う。 

○自分の意見をまとめる。 

 

個人 

 

班 

 

 

 

ｸﾗｽ 

 

 

個人 

 ○もし、生まれてくる子どもの将

来が分かったらどうするか。 

※母体保護法について紹介。 

 ・導入であげた自分の理想では

ない子ども。 

 ・非常に重い疾患のある子ども。

 ・長くいきれないかもしれない

ことも。 

 ・苦痛が多い病気の子ども。 

ま
と
め 

 

○出生前診断について知る。 

○感想を書く。 

  ○出生前診断について紹介する。

 ・利点と欠点 

 ・障害者差別の助長。 

 ・母体の健康保護。 

 ・経済的効果。 

 ・メンタル面でのリスク 

 ・データ（実態） 

 ・命の選択誰がするのか。 

注意 

※障害や病気に対する差別、性行動、中絶の不適切な刺激にならないようにする。 

※基本的な知識事項を統一させておく。 

※細かな知識の説明に終始しないようにする。  ※対立意見を必ず提示する。 
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平成２８年  月  日（   ）                  番 氏名               

 

将来について考える 

   

染色体・遺伝子・クローンなど、生物に関する学習が一段落しました。今回学習した内容は、医療や食品分野

で私たちのこれからの暮らしに深くつながっています。自分たちの将来について考えてみましょう。 

 

＜メモ＞ 

＜未来が分かったら＞ 

＜未来が分かったら②＞ 

＜最終判断＞ 

＜授業の感想＞ 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

私は 

    あきらめません  ・  あきらめます 

 

 

なぜならば 

 

 

私は 

    あきらめません  ・  あきらめます 

 

 

なぜならば 

 

 

＜交流メモ＞ 

 

 

私は 

    あきらめません  ・  あきらめます 

 

 

なぜならば 
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＜参観した教師からの感想＞ 

 ・新聞記事などを配布するなど一般の意見を踏まえて自分の考えをつくっていくことも可能かなと思いました。 

 ・全生徒が参加し、よく考え、話し合えていた。自分のことと科学技術とのつながりを考えて、判断できてい

た。 

 ・理科の特性を出すため、「技術の進歩と倫理」について、まとめの話をしてもよかった。（道徳の時間のよう

になって、理科的な要素が少なかった） 

・理科の授業なので、データや体験談などを紹介した上で、判断・議論させる方向性もある。 

 ・はじめに、具体例がない中でアクティブラーニングを行い、後半で出生前診断を出すまとめ方が良かったと

思う。 

 ・出生前診断の話の後で、再度、「あきらめない・あきらめる」を聞いてもよかったかもしれない。 

 ・「生まれながらの重い病気」などの表現は、ひやひやした（特別支援の生徒がいたため）。 

 ・どこに重点を置くかで、色々な展開が可能。今日のまとめ方はよかった。 

 ・自分の考えや子どもの立場に立った場合など生徒が深く考えていた。 

 

＜生徒の感想①＞ 

・先のことはあまり考えていなかったけど、新たな命を誕生させるには色々考えないといけないことが分かり

ました。今、自分の意見を言っていても、その状況にならないとわからないかもしれないので先のことを意

識するようになりました。 

・「今は何を考えても、たとえ 10 年や 20 年先の話だし…」と考えていた自分が恥ずかしくなった。家族ができ

たとき、親としてどうするべきかを考えていきたい。 

・自分たちが今、普通に生まれて何の病気もなく生活していることは、とても幸せなことだと思った。自分が

子どもを産むときに本当に重い病気を持っていたら選択がとても難しいと思った。 

・１つの命に対してたくさんの意見や考え方があるのだなぁと思った。でもやっぱり僕はあきらめたくないと

思いました。 

・出生前診断、あるのはいいけどリスクがあったり、それをしたことにより流産しちゃうということが分かり

ました。 

・将来について考えてみると、そう遠くはない未来だと気が付いた。子どもの未来は本当はその子どもが決め

られるのが一番だと思うが、子どもは決められないので、その時にあった最善の判断をするのが大切だと思

った。 

・自分の子どもとはいえ、産んでしまったとき、罪悪感や産まなかった時の罪悪感もあり、どちらが正しいの

かわからなかった。 

・改めて命って大切だと感じました。将来、理想の子どもと違っていたら…ということがみんなの意見を聞い

て学べました。今、こうして普通に過ごせられていることに感謝します。 

・子どもの産んだ後どうするかについてあったし、子どもの病気になったらいろいろな点についてわかりまし

た。将来、子どものことについて深く考えて生きていかなければならないと考えました。 

・子どもが重い病気でもあきらめないという考えだけが自分の中にあったのですが、あきらめるという人の視

点から見てみると確かになと思うこともありました。本当にこの二択（あきらめるかあきらめないか）は大

きくて重い判断だなと思いました。 

・子どもをつくるというのは、リスクや責任がともない簡単ではないことが分かりました。改めて命について

も考えさせられる話でした。 

・命については重くて難しいので自分だは正しいことはわからないが、両者の意見を聞いて深く考えることが

できてよかった。 
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・やっぱり一人暮らしのほうが子どものことなどを考えなくていいので、いいと思った。 

・みんな苦しんだりするけれど、人は人だから殺さないほうがいいと思う。ただ、責任のために子どもを産む

なら少し違うと思う。決まっていないから悩むんだと思う。先人に知識を得るべき。 

・3 年後、5 年後、10 年後かもしれない、もし生きられに子が授かっても一緒に頑張って生きよう、責任をも

って育てようと思いました。 

・世の中は五体満足で生まれてこない子どもや病気がある子がとても多いことを知れた。命の選択は難しいけ

れど、将来、親になったらこのようなこともあるんだな、ということも知れた。賛成・反対の意見など聞け

て良かった。 

・出生前診断があることが分かった。生まれてくる子が必ずしもみな、健康であるとは限らないことも分かっ

た。 

・出産の問題が何となく見えた気がした。やっぱり子どもは産まないほうがいい気がした。 

・いろいろな意見があることに改めて気づいたし、今まで考えなかったことを考えるとどっちにすればいいか

すごく迷った。 

・これからの自分の将来に直結する話で、今はあきらめないっていう意見だけど、実際そういう立場に立たさ

れたときは、どう思うかはわからないと思った。でも、命はやっぱり大切にしたいと思う。 

・未来のことはまだわからないけど、この授業を通して将来に役立てればいいなと思いました。 

・このような授業を改めてやって、1 つの命がどれほど大切なものか、すごく難しい決断をするのにたくさんの

意見があってどれが正しいのかはわからないけれど簡単に決めてはいけないことだと思った。 

・自分は、どんな子どもが生まれても、親の責任感をもって育てていく。重い病気だとしても、その子がつら

い思いをしても、つらい思いを乗り越えていくほうがいいと今日の授業で学んだ。 

・子どもを産むか産まないかは親の判断で決まることが分かった。近い将来、自分にもその時がやってくるこ

とが分かった。 

・自分の子どもの未来が分かってしまっても、やっぱり親としての責任があるのであきらめることができない

と最終的に思いました。DNA で胎児の状態が分かるというのが技術は進化しているなと思いました。 

・自分がどのように考えているのが分かった。子どもが生まれるリスクについてわかった。命を生かす生かさ

ないってあいまいなのが分かった。 

・子どもがほしいという大雑把な考え方しかなくて、この時間で自分たちがもし親になるときにどのよな選択

をすべきなのかを考えねばならないと思いました。 

・生まれてくる病気で自分の子が病気だったらという問題をしっかり考えないといけないと思った。考えてお

かないと急に病気だとわかっても冷静に考えることができないと思った。 

・命について深く考えることができた。子どもを産むことは単純なことじゃなく、色々なリスクをともなうこ

とが分かった。自分たちの将来、いつか子どもを産むときが来るかもしれないから、真剣に向き合っていく

必要があると思いました。 

 

＜生徒の感想②＞ 

・自分の「命」に対しての考えが変わった。         ・科学技術とのかかわり方を考えた。 

・子を産むか生まないかの判断は親次第ということが分かった。 

・改めて命がどれだけ大切か知ることができました。    ・たくさんの人の意見に触れられて良かった。 

・この授業を通してこれからのことに役立てればいいと思いました。 

・科学技術と生命の関わりが深いことが分かった。 

・将来について考えると、そう遠い未来ではないと思った。・命について学べました。本当に良い授業でした。 

・子どもの将来について深く考えて、生きていかなければならないとわかりました。 
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・あきらめるかあきらめないかの二択が本当に大きく重いものだとわかった。 

・両者の意見を聞いて深く考えることができてよかった。   ・命について改めて考える授業でした。 

・人権も金もかかわってきて、大変で残酷な問題だと思う。 

・生きられない子を授かっても、一緒に頑張って生きよう、責任をもって育てようと思いました。 

・子どもを産むか産まないかの選択はとても難しいと思った。 

・先のことを考えてみようかなと思いました。        ・命の、家族の大切さを感じた。 

・出生前診断のことが分かりました。それによってのリスクも。 

・子どもの将来が分かっても、命を大切にしなければならないと思いました。 

・日本の今の技術についてしっかりと考えないといけないと思った。 

・「もし」ということを考えねばならないと思いました。 

・命について深く考えることができました。真剣に向き合うことが必要さと思う。 

・すごく将来に直面する話で、命についてすごく考えることができた。 

・いろいろな意見と自分の考えと違ってすごく考える授業だった。 

・子どもが生まれるときに科学技術がかかわっていることが分かった。 

・科学技術は出生前診断があり、この子に対する病気などを知ることができるということは、心のケアもでき

ることが分かった。 


	平成28年度　成果物（鈴木）本文③3月6日rev.pdf
	平成28年度　成果物（鈴木）資料

