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         〈キーワード〉STEAM 教育、芸術統合学習、中教審答申、令和の日本型学校教育                 

  中教審答申（2021）を受け、STEAM 教育の政策立案や教育課程の策定、そし

て試行的な実践が各地で始まっている。しかし我が国においては、STEAM 教育

はもとよりその前身である STEM 教育に関しても、国の教育政策上は十分に触

れられてこなかったという経緯があり、STEAM 教育の実施については混乱や理

解の偏りが見られる。とりわけ STEAM の A の捉え方と STEAM 教育の教育課程上

の位置付けについては様々な考え方があり、議論を呼んでいる。 

本研究では、STEM 及び STEAM 教育の発祥国である米国の教育省や全米教育

委員会、全米教育庁芸術教育担当理事会等の公的機関における STEAM 教育の解

釈を分析した。その結果、STEAM の A は芸術教科であり、教育課程上は芸術教

科と STEM 教科が共通のテーマに沿い、教科のスタンダードに基づいた学習で

あることを明らかにした。その上で、今後の我が国における STEAM 教育の在り

方について言及した。 

STEAMについて講演する米国教育省のボニー・カーター（上）と全米教育委員会のメアリー・デレバ（下）



日本・美術による学び学会誌  美術による学び〈第３巻 第４号〉 

 2 

１．はじめに 

米国で 2015 年に制定された連邦教育法（ESSA：Every Student Succeeds Act 以下、ESSA

と略記）1 では、州や郡が STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)及び

STEAM（STEM＋Arts）教育を推進する必要性が条文化されている。また、米国教育省や全米教育

委員会等では、STEM 及び STEAM 教育の実施に関する指針を示し、自治体における教育政策の策

定や各学校における具体的な教育計画をサポートしている。 

一方、日本においては、2021 年に提出された中央教育審議会（以下、中教審と略記）の『「令

和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学

びと、協働的な学びの実現～（答申）』と題する答申（以下、中教審答申と略記）2 、及びそれ

を受けた文部科学省の「STEAM 教育等の教科等横断的な学習の推進について」と題する資料（以

下、文部科学省資料と略記）3 のなかで STEAM 教育の推進が示されたことから、各地の教育委

員会や学校ではその実施に関わる政策立案や教育課程/教育計画の策定が始まっている。 

これからの日本における STEAM 教育の在り方を考える上で、その発祥国であり長年の実践の

蓄積がある米国の教育政策や実践の現況から学ぶことは、極めて有益であり必要であると考え

られる。とりわけ日本において様々な考え方があり、議論を呼んでいる STEAM の A の捉え方と

STEAM 教育の教育課程上の位置付けについては、重要な示唆が得られることが期待される。 

本研究では、米国教育省や全米教育委員会等における STEAM 教育の解釈や教育課程における

位置付けを分析し、日本における STEAM 教育の在り方を考究した。 

 

２．中教審答申及び文部科学省資料に示された STEAM 教育について 

 米国発祥の STEM 及び STEAM 教育は、新しい教育の動向として世界中に、アジアでも EU 諸国

でも急速に広がりつつある。しかしこれまで日本では、STEAM 教育はもとより STEM 教育に関し

ても、国の教育政策上は十分に触れられてこなかったという経緯がある。直近の 2017-18年の

学習指導要領の改訂においても、STEAM に関する言及は一切なく、STEM に関しても高等学校理

科や数学の改訂の趣旨の中で、「このような改訂の方向は、現在、米国等で推進が図られている 

STEM 教育の動きと同一の方向であると考えられる」4 と示す程度にとどまり、STEM 教育の推

進を促すような具体的記述はない。また新設された理数探究の新設の経緯の中でも、「この教科

の考え方は、現在、米国などで推進されている STEM 教育の考え方と同じ方向を向いているとも

考えられる」5 と述べられているに過ぎない。 

 こうした状況下、2019 年 4 月 17 日、文部科学省は中教審に対して「新しい時代の初等中等

教育の在り方について（諮問）」（以下、諮問と略記）とする諮問を行った。諮問では新時代に

対応した教育の在り方の審議内容として、STEAM 教育の推進が検討事項として示されており、

2021 年 1月 26日に提出された中教審答申には、その事項について詳細な記述がなされている。 

同年７月 15日、文部科学省初等中等教育局教育課程課は、第 125回教育課程部会において「STEAM

教育等の教科等横断的な学習の推進について」と題する資料（文部科学省資料）を提出し審議

に付した。 

中教審答申及び文部科学省資料では、「STEAM の A の範囲を芸術、文化のみならず、生活、経

済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲（Liberal Arts）で定義」6 している。 
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教育課程上の位置付けとしては、STEAM 教育は「各教科等の知識・技能等を活用することを

通じた問題解決を行うものである」7 とし、「「社会に開かれた教育課程」の理念の下、産業界

等と連携し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていく高度な内容となる

ものであることから、高等学校における教科等横断的な学習の中で重点的に取り組むべき」8  

と記されている。 

また答申は、総合的な探究の時間や理数探究が、「STEAM 教育がねらいとするところと多くの

共通点があり、各高等学校において、これらの科目等を中心として STEAM 教育に取り組むこと

が期待される」9 としている。 

 これらの STEAM 教育の方向性は、内閣府で 2027年改訂と想定されている次期学習指導要領10  

に盛り込まれると思われ、各地の教育委員会や学校では、それを見据えての STEAM 教育の政策

立案や教育課程の策定、そして試行的な実践がすでに始まっている。 

しかし米国等と違い、前身である STEM 教育の実施基盤のないところに急遽示された STEAM

教育の実施については、混乱や理解の偏りも見られる。STEM 及び STEAM 教育の発祥国であり最

大の実践国である米国の教育政策や実践の現況と課題から学ぶことは、日本におけるこれから

の STEAM 教育を推進していく上で必要であり重要なことである。 

       

３．ESSA における STEM 及び STEAM 教育の捉え方 

３.１ ESSA の構造 

 第３章では、ESSA における STEM 及び STEAM 教育の捉え方について概観する。 

2015 年 12月 10 日にバラク・オバマ（Barack Obama）大統領によって署名され成立した ESSA

は連邦教育法であり、初等中等教育法（ESEA：Elementary and Secondary Education Act）の

再承認法である。1965 年制定の ESEA は、経済的・社会的に不利な状況にある児童・生徒の教

育の質と機会の向上のため、州に与えられる連邦補助金制度を定めたものだった。ブッシュ政

権の 2002 年、NCLB 法（No Child Left Behind Act of 2001）として大きく改正されたが、そ

れを超党派で再改正したのが ESSA である。 

なお、ESSA には STEAM という文言はないが、後述するように ESSA第 4107条 a-３（C）の（vi）

における「芸術教科等を統合して STEM 教科の教育を推進する」という文脈を STEAM 教育の一類

型と見なし、本論文では ESSA における STEAM 教育と解釈する。 

日本の国立国会図書館調査及び立法考査局で、ESSA が「全児童・生徒学業達成法」と邦訳さ

れているように11 、ESSA は特別な財政

支援が必要な地域や対象者（移民、先

住民等）に関わる条項を含み、K-12（幼

稚園から 12 年生まで）の主として公教

育に連邦政府の資金を提供し、その予

算措置について規定する法律である。 

ESSA では、州や郡が STEM 及び STEAM

教育を推進する必要性を条文化してい

る。以下、ESSAにおけるSTEM及びSTEAM

図 1 

図 1 
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教育に関連する条文の記述を分析し、予算措置に関わる STEAM 教育の連邦法での捉え方を検討

する。 

ESSA は９つのタイトル（編）から構成されている。全体は次のように構成されている。（図 1） 

第１編 州および地方の教育機関が運営する基本的なプログラムの改善 

第２編 質の高い教師、校長、その他の学校の指導者の育成、研修、採用 

第３編 英語学習者と移民学生のための言語指導 

第４編 21 世紀の学校 

第５編 州のイノベーションと地域の柔軟性 

第６編 インディアン、ネイティブ・ハワイアン、アラスカ・ネイティブ教育 

第７編 インパクトエイド 

第８編 一般規定 

第９編 ホームレスのための教育とその他の法律 

ESSA の第４編（TITLE Ⅳ）は「21 世紀の学校（21ST CENTURY SCHOOLS）」と名付けられてい

る。ESSA における STEM 及び STEAM 教育の捉え方を明らかにするため、第４編に含まれている

第 4107条（SEC.4107）「調和の取れた教育機会を支援するための活動（Activities to support 

well-rounded educational opportunities）」に着目する。 

 

３.２ 第４編第 4107条の構造と分析 

 第 4107条は、地方教育機関や類する機関の組織が、調和の取れた教育機会を支援する活動の

開発および実施に予算を執行することを規定しており、a-３では（A）から（J）までの一連の

項目でその具体的活動が示されている12。 

その a-３の（B）では、生徒の積極的な参加と問題解決の促進を通して生徒の成功を支援す

るツールとして、音楽と芸術を使用するプログラムと活動への予算執行が示されている。（以下、

原文は図２参照） 

それに続く a-３（C）の冒頭では、「コ

ンピュータ・サイエンスを含む科学、

技術、工学及び数学」を STEM 教科と表

記するとし、その教育及び生徒の関与

を改善するための計画及び活動が示さ

れている。この条文では STEM 教育の定

義と推進が示されている。 

そして、a-３（C）の（vi）では、「芸

術（arts）13 を含む他の教科を STEM

教科のプログラムに統合(integrating) 

し、STEM 教科への学習参加者を増やし、 

STEM 教科に関連する能力の習得を向

上させ、調和の取れた教育（well-rounded education）を推進する」と結んでいる。 

この条文を俯瞰すると、まず a-３（B）において、学習意欲を高め問題解決を促進し、生徒

ART PLUS
7© 上野行一 2021

図２ 
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の成功を支援するツールとしての芸術教科の活用を説き、続く（C）で STEM 教科の定義と STEM

教育の推進の必要性について言及し、その（C）の（vi）において STEM 教科の能力の習得を向

上させるために芸術教科を STEM 教科のプログラムに統合するという構造になっている。 

このように ESSA 第 4107 条では、STEAM という頭字語そのものは使われてはいないものの、

a-３（C）の（vi）における、芸術教科等を統合して STEM 教科の教育を推進するという文脈は

STEAM 教育の一類型と見ることができる。STEAM 教育は ESSA に拠って予算措置が裏付けられて

いると考えられる所以である。 

 

４．米国における STEAM 教育政策 
4.1 米国教育省の STEAM 教育政策 

 米国における STEAM 教育政策について、第４章では米国教育省と全米教育委員会、全米教育

庁芸術教育担当理事会の見解について概観する。 

まず、米国教育省主催の「STEAM：アーツが支える STEM」（STEAM：ARTS SUPPORTING STEM）14 

に注目し、このブリーフィングにおける説明をもとに考察する。 

2020 年 1月 22 日に開催された「STEAM：アーツが支える STEM」には、米国教育省初等中等教

育局のボニー・カーター（Bonnie Carter）や、全米教育委員会のメアリー・デレバ（Mary Dell'Erba）

等が登壇した。 

会議の冒頭、ボニー・カーターが米国の芸術教育政策と STEAM 教育の関連について説明する。

まず彼女は、STEAM の A が米国の初等中等学校における芸術教育の 5 分野であることを明確に

示した。ダンス、メディア・アート、ミュージック、演劇、ビジュアル・アートの 5 つの専門

分野のために確立された国のスタンダード（National Core Arts Standards）があり、これら

の芸術分野のスタンダードと STEM 分野のスタンダードを整え合わせることにより、STEAM はそ

れらを次のレベルに引き上げることができるとボニー・カーターは述べた。 

また、芸術を通して学習内容を明確化し、主題について考えることができる学生は非常に強

力であるとし、そしてそのことにより、学生はデザイン能力を持った創造的な思索者になるこ

とができるとボニー・カーターは語ったのである。 

さらに彼女は、芸術教科と他の STEM 教科を組み合わせたアーツ・インテグレーション、つま

り芸術統合学習による学習はさまざまな段階で機能すると述べた。 

ボニー・カーターは STEAM の A が芸術であり、学校教育においては芸術５教科であるとし、

STEAM 教育をアーツ・インテグレーションの文脈に位置付けて説明している。彼女の説明は芸

術教科の視点から STEAM 教育を捉えたものだ。この会議の標題「STEAM：アーツが支える STEM」

は、そのことを明示しているように思われる。 

アーツ・インテグレーションの詳細については稿を改めることとし、本稿では公的機関によ

る定義として周知されているケネディ・センターの定義を引用するに留める。 

「アーツ・インテグレーションとは、生徒が芸術形式を通して理解を構築し、それを実証す

る教育方法である。生徒は、芸術形式と他の教科を結びつけ、両方の目標を達成する創造的な

プロセスに取り組む」15  
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4.2 全米教育委員会（ECS）の STEAM 教育政策 

 全米教育委員会（ECS：Education Commission of the States）16 は、全米 50 州と 3つの準

州、およびコロンビア特別区から構成されている機関である。州ごとに選出される委員（4−7

名）は州知事に加えて州議会議長、州教育庁長官、州選出連邦議会議員、大学教授等の有識者

で構成され、各州の政策立案者が互いに情報を交換し学ぶ機会を提供する組織である。   

ECS で芸術教育パートナーシップ（AEP：The Arts Education Partnership）のプロジェクト・

マネージャーを務め、STEAM とアーツ・インテグレーションを担当するメアリー・デレバは

「（STEAM では）科学的で創造的なアイデアを意味のある芸術作品にするために、またはプロト

タイプを作成するために芸術の 5 つの領域を活用するものです」と述べ、ボニー・カーターと

同様に STEAM の A が芸術 5領域を指すことをはっきりと述べている。またその目的を「科学的

で創造的なアイデアを芸術作品にしたりプロトタイプを作成したりするため」であると、アイ

デアを具現化する過程で芸術 5領域が必要であるとしていることに注目しておきたい。アイデ

アの具現化は STEMだけでは不十分であり、芸術を加えた STEAM にする必要があることと理解で

きるからである。 

さらに、「STEAM 学習はそれぞれの分野が等しい重みで組み込まれているときに、すべての分

野の交差点（intersection）で行われるものです」とも述べている。 

「等しい重み」ということは、STEM に加えられた A（芸術）が単に STEM 教育の手段として使

われるだけであったり、補助的な扱いをされたりするものではないことを意味している。芸術

教科は理数系教科と等しく重要であり、STEAM 学習はそれぞれの内容が等しく学習されるもの

だということである。 

また「すべての分野の交差点で行われる」と述べているが、これはどのような意味だろか。 

メアリー・デレバは「STEAM 教育のための政策的考察」（“Policy Considerations for STEAM 

Education”）17 と題する ECS 政策提言書を執筆しているが、そこに貼付したインフォグラフィ

ックの中では、STEAM の４要素を「創造的」（creative）、「経験的」（experiential）、「探求的」

（inquiry-based）、「学際的」（interdisciplinary）であると説明している。このうち「学際的」

については、「STEAM 学習は、科学、技術、工学、芸術、数学の交差点で行われる。ただし、す

べての教科にスタンダードを組み込

む」と説明している。つまり、STEAM

学習は各教科のスタンダードに基づ

いた学習を担保した上で、それぞれ

の教科がテーマを共有する交差点

で行われる学際的な学習であること

を意味している。交差点という言葉

の表現が STEAM 教育を理解する上で

のキーワードであると考えてよいだ

ろう。 

                          メアリー・デレバは STEAM とアー

ツ・インテグレーションの違いについては、図３を用いて次のように説明した。 

「アーツ・インテグレーションは、プロブレム・ベースやプロジェクト・ベースなどの他の

図３ 
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プロセス同様に、STEAM に存在する教育プロセスです。アーツ・インテグレーションは、芸術

と少なくとも、もうひとつの他の分野の両方についてのより深い理解をめざしているが、STEAM

教育では学習と問題解決のプロセスにも焦点が当てられており、教科内容の理解の深まりと同

時に、教科間を横断する能力の習得と複雑な問題の探求が行われる所に特徴があります」 

図３の STEAM の部分は、STEM 教育と芸術教育の交差点がアーツ・インテグレーションすなわ

ち芸術統合学習の原理に沿って統合されていることを意味している。また STEAM 教育とは、「芸

術教育、アーツ・インテグレーション、STEM 教育のそれぞれの特性を共有するもの」であると

もメアリー・デレバは述べている。 

そして注目すべきことは、彼女の発表の表題である“National Trends in STEAM Education”

が明示するように、これが「米国の STEAM 教育の動向」だと主張したことである。 

 

4.3 全米教育庁芸術教育担当理事会（SEADAE）の STEAM 教育政策 

 全米教育庁芸術教育担当理事会（SEADAE：State Education Agency Directors of Arts 

Education）は、芸術５教科の教育を担当する州教育機関の担当者で構成されている。米国教育

省も ECS も STEAM の A が芸術であることを明確に示しているが、芸術教育政策の具体的な立案・

実施を担当する彼らは、STEAM 教育についてどのような見解を持っているのだろうか。 

SEADAE は 2020 年に『STEAM と芸術教育に関する白書』（“STEAM and the Role of the Arts in 

STEM”）18 を刊行した。この白書によれば STEAM は科学、技術、工学、芸術（the arts）、数学

のそれぞれのスタンダードとプロセス、および実践を確実に整い合わせることを通じて学習者

が実社会での仕事に従事することを可能にする、教師のための意図的で協働的な教育法と定義

されている。 

そして、「STEAM として定義されている教育モデルでは、指導は明確なスタンダードと相当程

度の学際性に基づく」としている。また STEAM の原則として、「創造的なワークフローを導き、

すべての STEAM 教科領域でスタンダードに基づいた学習を確実に行う STEAMカリキュラムの設

計を組み立てる」ことを述べている。 

白書では芸術の機能として次のように記されている。 

「創造する、発表する、上演する、制作する、反応する、結びつけるという芸術的なプロセ

スは、芸術教育の基本であるだけでなく、すべての領域で生徒の成功のための基本でもある…

（略）…これらの芸術的なプロセスは、学習者のやる気や関心、関与を高め、生徒のつながり

を作り、知識を伝達する能力を高める」19  

「芸術は STEAM 教育において不可欠な役割を果たし、STEAM カリキュラムの推進力となり得

る。芸術が STEAM 教育に真に含まれている場合、文化的関連性、social-emotional learning20 、

労働力開発、そしてまだ解決されていない問題など、教育における将来に向けた課題に意図的

に取り組むことができる」21  

「STEAM における芸術の現実世界での役割として、芸術は、すべてのコンテンツ分野と言語

の共通性を共有し、世界についてのより豊かで創造的なレベルのコミュニケーションを喚起す

る」22  

「芸術は、ユニークな habits of mind23 を学習にもたらし、現実世界の問題解決に向けて創
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造、制作、対応をより深く刺激する」24  

「芸術は、学生が自分自身と他人について学ぶユニークな方法を提供し、特定し、発見し、

現実世界の問題とその必要な解決策を発見する機会を開く」25  

このように白書では芸術の教育上の働きとその必要性を説き、STEAM の A は芸術教科である

ことを明確にしている。そして、教育課程上はすべての STEAM 教科領域でスタンダードに基づ

いた学習を確実に行うこととし、科学や芸術の各教科の教育を保証するカリキュラムの設計を

求めている。 

 

4.4 米国教育省の STEAM 教育政策日本の動向と米国における STEAM 教育政策との比較 

米国における STEAM 教育の原理と実践は、文部科学省資料が示した STEAM 教育の見解とはか

なり相違点がある。これらをまとめ、STEAM の A の解釈や教育課程における位置付け等の観点

からそれぞれの見解を対照する表を作成した。（表１） 

 

この表からは米国教育省においても、ECS においても、SEADAE においても、STEAM の A は芸

術教科であること、そして教育課程上は芸術教科と STEM 教科は対等であり、共通のテーマに沿

ってそれぞれの教科のスタンダードに基づいた学習を行い、問題解決と各教科の知識や技能、

表 1  

STEAM 
の定義 米 国 日 本 

機関 
米国教育省 
初等中等教育局 

全米教育委員会 
ECS 

全米教育庁芸術教育
担当理事会 
SEADAE 

文部科学省 

出典 
 

発表年 

“STEAM:ART SSUPPORTING STEM” 

Bonnie Carter 

2020 

“STEAM:ART SSUPPORTING STEM” 

Mary Dell'Erba  

2020 

“STEAM and the Role of the 

Arts in STEM”         

2020 

「STEAM教育等の教科等横

断的な学習の推進につい

て」2021 

Aの解釈 
芸術教育の５分野 
arts education 

芸術教育     
arts education 

芸術              
the arts 

広 い 範 囲 （ Liberal 
Arts）  

教育課程に
おける位置
付け 

芸術教科のスタンダード
と STEM 教科のスタン
ダードを組み合わせたア
ーツ・インテグレーショ
ンによる学習 

アーツ・インテグレーシ
ョンの原理に沿って
STEM 教科と芸術教科
の交差点で行われるスタ
ンダードを組み込んだ
学習 

全てのSTEAM教科の
スタンダードに基づい
た学習。相当程度の学際
性に基づく学習 

実社会での問題発見・
解決に各教科等の知
識・技能等を活用して
いくための教科横断的
な教育 

育成する資
質能力 

デザイン能力を持っ
た創造的な思索者の
育成 

教科内容の理解とと
もに教科間を横断す
る能力の習得 

現実世界での問題と
解決策を創造的に発
見する 

新しい価値を提供でき
る人材育成 現代社会
を生きる市民の育成 

対象 K-12 K-12 K-12 高等学校 

Aを加える
目的 

芸術を通して学習内
容を明確化し、主題に
ついて考える 

科学的で創造的なア
イデアを芸術作品や
プロトタイプに具体
化する 

habits of mind を学習
にもたらし現実世界の
問題解決を促す 

STEAMの各分野が複雑に関
係する現代社会に生きる市民
として必要な資質・能力を育成 
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考え方などの習得を目指すことは共通した認識となっていることが読み取れる。 

一方、日本においては、文部科学省資料は STEM に加える A を広い範囲（Liberal Arts）と定

義している。教育課程上も STEAM 教育は教科等横断的な学習として、教科の既習の知識・技能

を活用した問題解決の場という位置付けである。同じように STEAM 教育を標榜しながらこのよ

うな違いが生じているのは、一体何に起因するのだろうか。 

以下、第５章では STEAM の A の解釈について、第６章では STEAM 教育の教育課程における位

置付けについてそれぞれ焦点を当て考究していきたい。 

 

５．STEAM の A の解釈について 

5.1 アーツ・インテグレーションと STEAM の関連性 

 文部科学省資料には STEAM 教育は「各国で定義が様々」であり、「A の範囲をデザインや感性

などと狭く捉えるものや、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲で

定義するものもある」26 とある。確かにそれは間違いではない。STEAM の名付け親とされるジ

ョーゼット・ヤックマン（Georgette Yakman）は A を「広い範囲」で捉えていた。自身のサイ

トに掲載した記事によると Arts については、美術（fine art）、国語とリベラル・アーツ、運

動と身体、教育、歴史、哲学、政治、心理学、社会学、神学などと書いている27。  

しかし彼女の考え方が現在の STEAM 教育の主流であるとはいえない。第４章で述べたことの

繰り返しになるが、米国教育省においても、ECS においても、SEADAE においても、STEAM の A

は芸術教科として捉えられている。このことは米国教育省のボニー・カーターが公的な場で述

べた見解であり、また、ECS のメアリー・デレバが「米国の STEAM 教育の動向」であると述べ

たことでもある。 

こうした動向は何に起因するのだろうか。その背景は次のように考えられる。まず米国の教

育には生徒が芸術形式を通して理解を構築するというアーツ・インテグレーションの伝統があ

ること、そして近年においてその効果が実証され、改めて芸術がもたらす創造性に関心が集ま

ったことである。 

米国にはアーツ・インテグレーションすなわち芸術を他の教科に統合する芸術統合学習の伝

統がある。ケネディ・センターは学校の芸術教育カリキュラムを Arts as Curriculum、

Arts-Enhanced Curriculum、Arts-Integrated Curriculum の３つとし、アーツ・インテグレー

ションを３本柱の一つとして明確に位置付けている。米国教育省のボニー・カーターが STEAM

教育を芸術教科と STEM 教科を組み合わせたアーツ・インテグレーションによる学習と発言した

背景には、ジョン・デューイ（John Dewey）以来の、教科中心主義ではなく生活や社会と密接

な活動の中で問題解決し、知識を身に付ける学習者中心主義を原点とするアーツ・インテグレ

ーションの確立した歴史があると考えられる。 

また米国教育省はその公式サイトで、小学校および中学校のコア・カリキュラムで芸術を統

合および強化する必要性を強調している28 。芸術教科を他教科特にコア教科と統合して学ぶと

いう考え方は、STEAM 教育の登場以前からあり、現在に引き継がれている。こうした考え方が

STEAM 教育を生み出した源泉にあるとは考えられないだろうか。 

歴史的に見ても、ジョーゼット・ヤックマンが STEAM を造語するそれ以前から、STEM 教科に

芸術教科を統合した授業実践、すなわち芸術統合学習があり、いわば STEAM 的な教育活動は
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STEAM の頭字語が誕生する以前から連綿として実践されていたのである。STEM 教育が生まれ、

その後に Arts を加えて STEAM 教育が生まれたという歴史認識は間違ってはいないが、その視点

は一面的である。米国における STEAM 教育の実態を理解するためには、芸術教育の歴史、アー

ツ・インテグレーションの歴史の視点から STEAM 教育を考察することが不可欠なのである。 

アーツ・インテグレーションという芸術統合学習の大きな動向から STEAM 教育を捉えたとき、

STEAM 教育はまったく新しい教育方法としてではなく、アーツ・インテグレーションの一類型

として捉えることもできる。 

例えば著名な音楽教育研究者であり、アーツ・インテグレーションの研究者であったジェー

ムズ・キャタロール（James Catterall）は、1980 年代から科学や数学と芸術領域の 4教科(ダ

ンス、演劇、音楽、視覚芸術) 29 を統合したアーツ・インテグレーションの研究と実践を行っ

ていたが、「………やがて人々は、この研究や他の研究を受け、それを STEAM と呼ぶようになっ

た」30 と娘のリサ・キャタロールは回想している。アーツ・インテグレーションの視座に立て

ば、科学や数学の領域との芸術統合教育が STEAM と呼ばれるようになった、と捉えることも可

能なのである。 

 

5.2.1  STEM 教科に A（芸術）を加える理由 

 STEM に A（芸術）を加える理由について、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインの

学長を務めたジョン・マエダは、STEM 教科だけでは「21 世紀が求める息を呑むようなイノベー

ションは生まれない」とし、Art＋design を加えることによって収束的思考に拡散的思考が加

わり、大胆な発想を育てることができるとその理由を述べている31。  

芸術を統合した学習が学習意欲を高め、創造性を育み、被統合教科の成績を向上させるとい

う考え方はジョン・マエダに限らず、それ以前からも様々な調査や論文で検証され、指摘され

てきている。公的調査や公文書等に限っても、1988年春から米国教育省の全米教育統計センタ

ー（NCES：National Center for Education Statistics）によって実施された全国的な大規模

調査 NELS:88（National Education Longitudinal Study of 1988）は、芸術経験と他教科の学

習との特徴的な正の関係を示した32。  

2006年の「アートモデル・開発普及助成プログラム：コーホート・プロファイル」では、一

例として、カリフォルニア州での Math in a Basket (MIAB)のプログラムで数学に美術を統合

した学習を行った結果、数学の評価における生徒の成績は劇的に向上し、平均スコアが 35% か

ら 62% に上昇したと報じている33。芸術統合学習によるこのような成果が、米国教育省によっ

て調査報告されてきたことが STEM に A（芸術）を加える意識を醸成してきたと考えることもで

きる。また、STEM が生まれた時期に大統領芸術人文委員会（PCAH：President's Committee on 

the Arts and the Humanities）は、芸術が学習に与える影響についての調査報告を発表してい

る。次に、この報告書に着目してみよう。 

 
5.2.2  STEM 教科に A（芸術）を加える背景 
 大統領芸術人文委員会と芸術教育パートナーシップ（AEP：The Arts Education Partnership）34  

による報告書『変革のチャンピオン：芸術が学習に与える影響』（“Champions of Change: the 

impact of the arts on learning”）35 は、芸術との関わりが他分野の学習のより高いレベル
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の達成を可能にする比類のない機会を提供していることを明らかにしている。 報告書では、生

徒が芸術体験をした場合に、芸術以外の分野での学習と成績が向上したことを示す 7つの主要

な研究がまとめられている。 

報告書には教育省の長官であったリチャード・ライリー（Riley, R. W.）が前文を寄せてい

る。前文には、アメリカの教育をより良い方向に変えるための重要な要素は、芸術学習を増や

すことであると記されている。製造業中心だったアメリカ社会が変革の過渡期にあるとし、想

像力に富み、柔軟で強靱な思考を育む教育が必要とされるが、芸術の教育によって、このよう

な能力を強く育てることができる。また、若者が芸術を通して質の高い学習経験を積むことで、

21 世紀に向けてより良い準備ができることを確信している、と芸術教育の推進を強調している。 

21 世紀を間近に控えた 1999 年という時期において、米国は産業構造の抜本的な変革を目指

し、そのための教育の改革を企図しており、その鍵となるのが芸術教育であるとライリーは指

摘したのだった。芸術教育が創造性と思考力を育みイノベーションをもたらして産業社会の改

革に寄与するとともに、新しい社会に生きる市民としての素養を高めるというメッセージを、

大統領府の報告書において教育省長官が表明したことは重要であり、こうした考え方が STEM

に芸術を加えるという動向の基盤にあったと考えることができる。 

2008年、バラク・オバマ大統領は、アメリカの芸術教育に再投資し、創造性と革新性でアメ

リカを再活性化すると宣言した。これを踏まえ、大統領芸術人文委員会は、芸術教育が直面し

ている現在の課題と機会を 18 か月かけて徹底的に調査し、2011 年、その結果を『芸術教育へ

の再投資』（“Reinvesting in Art Education”）36 として発表した。Winning America's Future 

Through Creative Schools という副題を持つ報告書は、高校を卒業しようとする生徒が中学生

レベルの創造性や批判的思考力さえを持ち合わせていないと報じ、このような状況には、学業

成果を上げ創造的思考が学べる芸術教育がますます必要とされる、と結論づけている。  

アーツ・インテグレーションについても言及され、芸術が教科全体に関連する教科であり、

学校改革や成績格差を埋めるという結果をもたらしているとして、芸術教科と他教科の統合教

育を奨励している。当然ここには STEM 教科との統合教育も含まれる。CNNや米国アスペン研究

所の CEOを歴任したウォルター・アイザックソン（Walter Isaacson）は、このことを明確に公

の場で述べた一人である。 

スイスのダボスで開催される年次総会（通称ダボス会議）でよく知られている世界経済フォ

ーラム（World Economic Forum）の公式サイトは 2014年、「なぜイノベーションには科学と芸

術の両方が必要なのか」37 と題するウォルター・アイザックソンの論文を掲載した。   

ウォルター・アイザックソンは、デジタル時代の最も創造的なイノベーションは、芸術と科

学を結びつけることができた人々からもたらされたとし、「デジタル時代の創造のほとんどは、

芸術と科学の交差点においてなされる」と主張している。交差点という言葉は、STEAM 教育は

STEM 教育と芸術教育の交差点で学際的に行われるものだ、と語ったメアリー・デレバの発言を

思い起こさせる。 

これらを背景にして、ここまで述べてきたように STEM に芸術を加える理由については、「創

造的な思索者の育成」（ボニー・カーター）や「科学的で創造的なアイデアを意味のある芸術作

品やプロトタイプを作成する」（メアリー・デレバ）、「現実世界の問題解決に向けて創造、制作、

対応をより深く刺激するために芸術は不可欠」（SEADAE 白書）など、米国では大統領府から教
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育省、全米的な教育機関が揃って創造性の涵養を芸術を加える理由として挙げていることが分

かる。 

 

5.3 欧州連合（EU）における STEAM 教育の考え方 
STEM 教科に芸術教科を加えた STEAM 教育を推進する考え方は、米国だけに留まらない。EU

でも同様に見られる考え方である。 

2018 年、欧州委員会は、「次期 EU 多年次財務フレームワーク（MFF）2021〜2027」の一部で

ある欧州社会基金＋(ESF+)に関する提案において、STEM の略語を STEAM に拡張した38 。その際

に A は「芸術の略」（with the A standing for‘the Arts’）であると明記している。 

STEAM に Arts を含めるように要請したのはヨーロッパ芸術大学連盟（ELIA：European League 

of Institutes of the Arts.以下 ELIA と表記）とヨーロッパ高等音楽院協会（AEC：Association 

Européenne des Conservatoires 以下 AECと表記）である。 

2017年 11月に EU が立ち上げた「2025 年までに欧州教育圏を設定する」という欧州連合のイ

ニシアチブは、「2025 年までの欧州教育圏は、欧州連合の文化的側面を強化し、新たな青少年

戦略や文化のための新たなアジェンダを含む一連の原則措置の実施を通じて、青少年の参加を

促進すること」を目的としている39 。  

ELIA と AECは、芸術教育がこれらの目標を達成するために貢献できるとし、制度的措置を強

化するために、EU の教育政策の基礎を STEAM という頭字語に置き、すべての人の総合的な教育

を確保するために不可欠な前提条件として芸術教育を含めることで、STEM に取って代えること

を提案したのである。第４章にお

けるまとめの表に EU を加え、

STEAM 教育における A の解釈と教

育課程における STEAM の位置付け

を日本と対照したものが表２であ

る。米国や EU で実践されている

STEAM 教育と、これから日本が進

めようとしている STEAM 教育との

違いは歴然としている。 

 

 

5.4 日本が A を広い範囲（Liberal Arts）と定義した理由 
文部科学省資料では、STEM に広い範囲（Liberal Arts）を加えた STEAM 教育を推進する理由

について次のように説明している40 。 

前提として、高等学校教育の課題として授業満足度の低下と学校外学習時間の２極化、理数

教育の課題として理数授業への好感度や理数系の職業選択意識が国際平均に比べて低いこと、

そして総合的な学習の時間が学習姿勢の改善に大きく貢献していることを挙げている。 

その上で、STEAM 教育と「総合的な探究の時間」/共通教科「理数」の関係を表組みで対照し、

その親和性を示している。 

その一方で、中教審答申を引用し、STEAM 教育の目的には、人材育成の側面と、市民の育成

表２  

 米 国 EU 日 本 
 
機 関 

米国教育省 
教育省初等中等教育局 

全米教育委員会 
ECS 

全米教育庁芸術
教育担当理事会 
SEADAE 

 
欧州委員会 

 
文部科学省 

 
出 典 
 

発表年 

“STEAM：ARTS 

SUPPORTING STEM”

Bonnie Carter 2020 

“STEAM：ARTS 

SUPPORTING STEM”

Mary Dell'Erba 2020 

“STEAM and the Role of 

the Arts in STEM”       

2020 

「次期EU多年次財務フ

レームワーク」

（MFF）2021〜2027 

「STEAM教育等の教

科等横断的な学習の推

進について」2021 

STEAM教育に
おけるAの解釈 

芸術５教科  
arts education 

芸術教育     
arts education 

芸術              
the arts 

芸術教育 
arts education 

広い範囲 
リベラルアーツ 

教育課程におけ
るSTEAMの位
置付け 

芸術教科のスタン
ダードとSTEM教
科のスタンダード
を組み合わせたア
ーツ・インテグレー
ションによる学習 

アーツ・インテグレ
ーションの原理に
沿ってSTEM教科
と芸術教科の交差
点で行われるスタ
ンダードを組み込
んだ学習 

全ての STEAM
教科のスタンダ
ードに基づいた
学習。 

（特記なし） 
欧州教育権構想
は２０２５年完
成であるため。 

教科等横断的な
学習 
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の二つの側面があるとし、また、STEAM 教育を推進する上では、多様な生徒の実態を踏まえる

必要があるとした上で、科学技術分野に特化した人材育成の側⾯のみに着⽬して推進すると、

「学習に困難を抱える生徒が在籍する学校においては実施することが難しい」41 とか、学校間

の格差を拡大する可能性が懸念されるなどとしている。 

要するに、STEAM 教育を推進する理由の前提に挙げた理数教育の課題については、その課題

を解決するための STEAM 教育であってはいけないということである。そして、STEAM 教育は各

教科等で既習の知識・技能等を活⽤することを通じた問題解決を⾏うものであると定義し、「教

科等横断的な学習を充実することは学習意欲に問題がある生徒にこそ非常に重要である」とし

て、「生徒の能力や関心に応じた STEAM 教育」を推進する必要があるとしている。 

このような説明の後に、「STEAM の各分野が複雑に関係する現代社会に⽣きる市⺠として必要

となる資質・能⼒の育成を志向する STEAM 教育の側⾯に着⽬し、STEAM の A の範囲を芸術、⽂
化のみならず、⽣活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲（Liberal Arts）で定義し、

推進することが重要である」と、A を広い範囲（Liberal Arts）とした理由が述べられている。 

文部科学省資料の「STEAM 教育については、国際的に⾒ても、各国で定義が様々であり、STEM

に加わった A の範囲をデザインや感性などと狭く捉えるものや…（略）…広い範囲で定義する

ものもある」という文言も間違いではないが、誤解を招きかねない。なぜなら、第４章でこれ

まで論じてきたように提唱国であり最大の実践国である米国や、今後さらに規模の大きな実践

地域となると思われる EU 諸国が、STEAM の A を芸術とした教育政策を建てているからである。

ここの文言は例えば、STEAM 教育については、国際的に⾒ても芸術教科を STEM 教科と統合した

学習として位置付けられている、などとするのが妥当なところではないだろうか。 

A の幅を広げてリベラル・アーツとしてしまうと、科学＋倫理とか、数学＋経済とか他の様々

な文理融合型の教育形態・学習方法も STEAM 教育に含まれてくる。STEAM 教育の A の幅を広げ

れば広げるほど従来からある文理融合型の教育形態・学習方法との区別はなくなっていく。こ

こは明確に芸術教科と理数技術系教科の統合を STEAM 教育と定義すべきではないか。その上で

国語とか倫理などがテーマに則してオプションとして組み合わさってくることを排除しない、

というような説明が妥当であると考える。 

STEM の頭字語を生み出した NSF（National Science Foundation、米国国立科学財団）は 2020

年、Turn STEM into STEAM という

調査研究を開始したが、「（助成を

受けた）研究者は、専門分野にア

ートを追加することで、従来の境

界を打ち破り、STEM を STEAM に変

換している」とその公式サイトで

紹介されている42 。 

そもそも STEM を発案提唱した

組織自体が、アートを追加するこ

とで STEAM に変換、とサイトに掲

載している現状に、大きな注意を

払うべきではないかと考える。こ図４ 

6 NSF research projects that turn STEM into STEAM

NSF（米国国立科学財団）の資金提供を受けた研究者は、専門分野
にアートを追加（adding art）することで、従来の境界を打ち破り、
STEMをSTEAMに変換しています。
By Andrea Stathopoulos, PhD July 31, 2020
When science meets art: 6 NSF research projects that turn STEM into STEAM

2020年：STEMを提唱したNSFはSTEAMについて

カラフルな細菌株で「塗装」されたペトリ⽫の
コレクション 写真提供者：Caleb Eckert

ハーバーフォード大学では、生化学の
コースの学部生は、さまざまな菌株を
ペトリ皿に塗って「バイオアート」を
作る方法を実習します。

Assistant Professor of
Chemistry, Haverford College

Lou Charkoudian

� � � � � � � � � � � � � � � �

Ａ�

＋ 
ART PLUS

31© 上野行一 2021
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こでの art が視覚芸術などの芸術を指すものであり、リベラル・アーツでないことは言うまで

もない（図４参照）。 

日本が A を広い範囲（Liberal Arts）と定義した審議過程で、中教審総会を含む５つの委員

会（中央教育審議会総会、初等中等教育分科会、教育課程部会、新しい時代の初等中等教育の

在り方特別部会、新しい時代の高等学校教育のあり方ワーキング・グループ）の議事録を見る

限り、第５章までで検討したような欧米の公的機関による STEAM 教育の見解と政策等に関する

議論は、一切なかったことを付記しておく43 。  

 

６．STEAM の A の解釈について STEAM 教育の教育課程における位置付けについて 

6.1 教科の統合原理の違いから分類する 
次に STEAM 教育の教育課程における位置付けについて焦点を当てる。 

 

クリスタ・フランシスを代表とするカナダのカルガリー大学ヴェルクルンド教育学校チーム

は、バンクーバーで行われた STEM大会（2014）で STEM 教育を３分類する発表を行った44 。翌

年、米国連邦法 STEM EDUCATION ACT OF 201545 いわゆる STEM 教育法が制定されるが、同法で

は助成対象になる STEM 教育が①single STEM discipline、②multiple STEM disciplines、③

integrative STEM initiatives と三つに分類されている。 

図５はカルガリー大学チームの発表から筆者が着想したものであり、米国の STEM 教育法にお

ける STEM 教育の分類方法に依拠しつつ、日本の教育課程に沿って作成した STEAM 教育の分類で

ある46 。   

Single STEAM discipline は、美術や図画工作の学習が他教科の学習を補完するように授業

計画を行うものである。例えば理科の学習に生徒の関心を持たせたり、理科学習の成果をポス

図５ 

� � � � � � � � � � � � � � � �

Ａ�

＋ 
ART PLUS																																 																
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ターなどにヴィジュアルにまとめたりするために美術や図画工作の学習を行うというような形

態をさす。アーツ・インテグレーションの視点から述べると、Learning with the Arts のアプ

ローチに属する。 

Multiple STEAM disciplines は、理科、技術・家庭、数学（算数）等の教科と、美術（図画

工作）を共通する課題で関連付け、複数教科の目標・内容を組み合わせた単元をつくり、統合

して問題解決を行う。各教科の学習がそれぞれを相互に補完している。これをアーツ・インテ

グレーションの見地から述べると、Learning through the Arts のアプローチに属する。美術

を媒介として課題を探求するとともに美術それ自体の学びも位置付けられている。 

これは米国の教育者たちの発言や文言、すなわち「芸術分野のスタンダードと STEM 分野のス

タンダードを整え合わせる」（ボニー・カーター）や「それぞれの分野が等しい重みで組み込ま

れている」（メアリー・デレバ）、「すべての STEAM 教科領域でスタンダードに基づいた学習を確

実に行う」（SEADAE白書）等に沿って考えると、米国の STEAM 教育の考え方やその教育課程は、

Multiple STEAM disciplines に属すると判断することができる。 

Integrative STEAM initiatives は STEAM 分野の知識や技能を使って問題を解決する活動で

あるが、これは、文部科学省資料が STEAM 教育は「各教科等の知識・技能等を活用することを

通じた問題解決を行うものである」47 とした教育課程上の位置付けと一致している。 

このように分類してみると、米国の STEAM 教育と文部科学省が提言した STEAM 教育とでは教

科の統合原理が違い、教育課程が異なっていることが明らかになる。こうした相違の背景には、

米国ではアーツ・インテグレーションの歴史があることや、STEM 教育が先行する途上に芸術教

科を加えて STEAM 教育に発展した等の経緯がある一方、STEM 教育の基盤のない、また、アーツ・

インテグレーションの歴史もない日本においては、教科等横断的な学習の推進という STEAM 教

育とは別枠の前提の中で、現実社会の問題を創造的に解決する学習の必要性や、幅広い分野で

新しい価値を提供できる人材を養成する観点から鑑みて STEAM 教育の導入を検討した、という

経緯の違いがあると考えられる。同じように STEAM 教育を標榜してもこのように成立基盤やそ

の経緯が全く違うのである。 

 

6.2 日本が STEAM 教育を教科等横断的な教育とした背景 
先に日本においては教科等横断的な学習の推進という別枠の前提の中で STEAM 教育が論じら

れてきたと述べたが、ここでいう別枠の前提について説明しよう。 

実は中教審の審議の以前に、STEAM 教育の導入に関する議論の土壌は形成されていた。しか

も高等学校における教科横断的な教育として導入するという前提が示されていたのである。 

諮問がなされる前年の 2018年６月５日に文部科学省から『Society 5.0 に向けた人材育成～

社会が変わる、学びが変わる～』48 が出されている。STEAM の用語が登場するのは報告書の第

２章、省内タスクフォース報告においてである。P.13では、STEAM の A は Art と明記されてお

り、高等学校段階で STEAM 教育を必修とすることが新たな時代に向けて取り組むべき政策の方

向性として打ち出されている。 

2019年１月 18日の『教育再生実行会議第十一次提言中間報告』49 では、Society5.0 で求め

られる力と教育の在り方として、「国は、幅広い分野で新しい価値を提供できる人材を養成する

ことができるよう、STEAM 教育（Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 等の
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各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育）を推進するた

め、「総合的な学習の時間」や「総合的な探究の時間」、「理数探究」等における課題解決的な学

習活動の充実を図る」と提言されている。 

この提言は同年１月 21 日の中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会（以下、教育課

程部会）において『今後の教育課程の改善について』50 に含められ、議事資料として提出され

た。 

つまり、審議以前の段階で STEAM 教育は教科横断的な教育と定義され、「総合的な学習/探究

の時間」や「理数探究」等での課題解決的な学習活動であると、教育課程上の位置付けまでが

提案されていたのである。 

 

6.3 教科等横断的な STEAM 教育（Integrative STEAM initiatives）の課題 
そもそも文部科学省資料の「STEAM 教育等の教科等横断的な学習の推進について」という資

料名自体が、STEAM 教育を教科等横断的な学習の文脈で講じるものである。この資料で注目す

べきは、「教科等横断的な学習を充実することは学習意欲に問題がある生徒にこそ非常に重要で

ある」として、「生徒の能力や関心に応じた STEAM 教育」を推進する必要があるとしている部分

である。 

先に述べたように、文部科学省資料では STEAM 教育の目的を「現代社会に⽣きる市⺠として

必要となる資質・能⼒の育成」としたが、その理由として挙げていたのは、「科学技術分野に特

化した人材育成の側面のみに着目して STEAM 教育を推進すると、例えば、学習に困難を抱える

生徒が在籍する学校においては実施することが難しい」51 ということであった。 

確かにそれは道理だが、その論理に従えば同様に、学習に困難を抱える生徒が在籍する学校

においては各教科等の知識・技能等が生徒に十分に習得されていないことから、それらを活用

することを通じた問題解決学習そのものが困難になると考えられる。文面は「生徒の能力や関

心に応じ」と続き、いかにも多様性を持たせてはいるが、偏差値による大きな学力格差が生じ

ている高等学校の現状を見据えると、偏差値上位校では現実世界の問題を深く解決するような

教科等横断的な学習ができるとしても、下位校ではそれはかなり難しいことが予測される。 

教科等横断的な学習は、各教科の知識や技能を活用するだけではなく、各教科固有の見方・

考え方を活用する学びの機会とする指摘もある。国立教育政策研究所の松原憲治は、教科等横

断的な学習とは、国語科で学んだ論理的思考を物理の問題解決で働かせる等の学習であると具

体的な例を挙げて説明している52 。   

であるとすれば、教科の学習が十分ではない生徒は、彼らが関心を持つような魅力的なテー

マ提示で仮に学習に意欲が湧いたとしても、学習活動で活用する各教科の知識や技能に加えて

各教科固有の見方・考え方の不足・欠如があるため、それらを十分に活用できず、実際は学習

を効果的に進めることができなかったり、低位な問題解決に留まったりすることが予測される。

「教科等横断的な学習が学習意欲に問題がある生徒にこそ非常に重要である」としても、意欲

の空回りに陥らないような指導上の工夫が大きな課題となるだろう。 

 

７．おわりに 

表２で示したように、日本の STEAM 教育は国際的に見て独自の道を歩もうとしている。教育
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政策はその国固有の文化や社会的背景や課題を反映して生み出されるものだから、日本と米国

や EU との考え方が違っているのは当然とも言える。しかしながら、STEAM 教育のような新しい

教育方法の実践についてはその理念も指導法も確立されておらず、どの国も試行的であること

は否めない。日本型の独自の STEAM 教育を創造しようとする姿勢には敬意を表するが、より望

ましい STEAM 教育の実現のためには、国際的な動向、とりわけ先行している米国や他国の考え

方と実践から謙虚に学ぶ姿勢がより大切なのではないだろうか。 

その観点から米国の STEAM 教育の実践事例を参照してみたい。米国には膨大な実践事例とプ

ログラムの蓄積がある。その一例として、ケネディ・センターが発行している STEAM 学習プロ

グラムに注目してみよう。 

“Balancing Mobiles”（力のバランスをとることは、モビールの製作やデザインにどのよう

に関係していますか？）図６を参照すると、そこにはモビール作品の鑑賞と工作を通して、バ

ランスの原理を探究し、理解する学習指導案や授業計画が示されている53 。 

 

学習指導案が美術のスタンダード（National Core Arts Standards）と科学のスタンダード

（NGSS: Next Generation Science Standards）そしてコモン・コア（Common Core State Standards 

Initiative）に基づいていることが明確に示されており、科学と美術の統合教育（日本の合科

的・関連的な学習に近い）としての学習指導案であることが分かる。 

学習指導案は実に詳細である。導入で３パターンのてこを提示して支点・力点・作用点につ

いて学んだ後、てことモビールの関係について考えさせる。モビールのバランスを取るために

図６ 
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どのようにてこの原理が働いているかや、モビールに軽く息を吹きかけることで位置エネルギ

ーがどのように運動エネルギーに変換されるかを話し合わせる。そしてアレクサンダー・カル

ダー（Alexander Calder）のモビール作品（画像や映像）を鑑賞し、題名を考えさせたり、カ

ルダーについて調べたり（彼は機械工学の学位をとっている）、簡単なモビールを工作したり、

まとめとして美術館で鑑賞したりして、モビールをアートと科学の両面から考えさせる。 

そして、「デザインの過程で、モビールのバランスを取るために何が必要でしたか？支点の位

置や負荷の重さを変えると、モビールにどのような影響がありましたか？」等の問いについて

まとめさせ、生徒のバランスに関する知識を評価する。 

公開されている学習指導案には、カルダーのモビール画像や映像、生徒用の学習シートなど

も添付されており、容易に授業実践ができるようになっている。このようなプログラムや授業

事例は、インターネットを通して容易に手に入れることができる。事例集等の書籍もオンライ

ンで入手可能だ。数多くの先行事例から手がかりを探り、試行的に STEAM 教育を始めてみるの

も一つの方法ではないだろうか。 

取り上げた事例“Balancing Mobiles”は米国の６年生から８年生のレッスン・プランである

が、STEAM 教育を高等学校段階からの導入とするのか、小学校や中学校段階での導入とするの

かについても検討の余地は大きい。日本の STEAM 教育の望ましい在り方を考えていく上で、A

を Arts （芸術）と捉え、芸術の創造性や身体性、楽しさ等を重視した欧米を中心とする芸術

統合学習としての性格を持つ STEAM 教育の国際的な動向を視野に入れ、注視していくことが重

要ではないだろうか。そして、学校で教育課程を策定する際には、学校の教育目標や地域の教

育課題、児童・生徒の実態等を念頭に置いて、第６章で述べた STEAM 教育の教育課程の違いの

視点、すなわち教科等横断的な学習なのか合科的・関連的な芸術統合学習なのか、という視点

からも検討し、望ましい STEAM 教育の在り方を検討していくことが大切であることを指摘して

おきたい。 
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Following the report of the Central Council for Education (2021), STEAM education policy 
planning, curriculum development, and trial implementation have begun in various 
regions of Japan. In Japan, however, STEAM education, as well as its predecessor STEM 
education, has not been adequately addressed in national education policy, and there is 
some confusion and bias in understanding the implementation of STEAM education. In 
particular, there are various views on how the "A" in STEAM should be understood and 
how STEAM education should be positioned in the curriculum, and these views are 
controversial. 
In this study, I analyzed the interpretation of STEAM education in the U.S. Department of 
Education, Education Commission of the States, State Education Agency Directors of Arts 
Education, and other public agencies where STEM and STEAM education are prevalent. As 
a result, I clarified that A in STEAM is an arts subjects, and that in terms of curriculum, 
arts and STEM subjects follow a common theme and are based on subject matter standards. 
On that basis, I mentioned how STEAM education should be in Japan in the future. 


