
理科観察・実験機器の
整備充実は

今年が
チャンス
です！

平成21年度以来の平成21年度以来の

大型予算
130億円！ 平成21年度以来の大型予算が組まれました。平成21年度以来の大型予算が組まれました。

この機会に理科教育設備品を充実させましょう！この機会に理科教育設備品を充実させましょう！

理科教育設備整備予算の理科教育設備整備予算の

追加申請を追加申請を！！

文部科学省 初等中等教育局長 布村 幸彦
確かな学力を育成する
観察・実験環境の整備を今こそ ！

　新学習指導要領では、理数教育の充実の観点から、理科及び算数・数学の授業時数を増加させる
とともに、観察・実験等の充実をはじめとする指導内容の充実を図りました。しかしながら、各学校
における理科教育設備の整備率は低い水準にとどまっており、また、老朽化して使用ができな
い設備もあるなど、新学習指導要領の趣旨を実現する上で十分とは言えない状況にあります。

　昨年４月に初めて実施された全国学力・学習状況調査の理科の結果においては、小学校・中学校ともに観察・
実験の結果などを整理・分析した上で、解釈・考察し、説明することなどに課題がみられることが明らかとなった
ところであり、児童生徒の思考力・判断力・表現力等の育成に向け、観察・実験に係る環境整備を進めることが
急務となっています。

　こうした状況を踏まえ、理科教育設備整備の補助金として、平成２４年度補正予算において緊急に１００億円、
加えて平成２５年度予算において３０億円が計上されました。合わせて、ほぼ１３０億円が今年度の理科教育設備
整備の補助金予算となり、平成２１年度以来の大規模予算となりました。

　各学校におかれては、この機をとらえ、子どもたちの確かな学力を育む教育環境の実現に向け、理科教育設備
整備費等補助金交付要綱に示す重点設備の整備をはじめ、理科教育の観察・実験活動の充実に必要な設備の
整備を推進していただきますようお願いいたします。

理科教育（観察・実験）環境の整備充実を

　理振協会では毎年、小中高の理科教育設備整備の調査を実施しています。小・中学校の新学習
指導要領における観察・実験の設備整備に必要な予算規模は1,082億円(協会試算)ですが、必要
とされる1/3弱程度の予算に留まっており、整備状況は極めて不十分です。日本の将来に向けて
科学技術創造立国を担う〔理科大好きの児童・生徒〕を育成しなければなりません。

　今回の大規模な理科教育設備整備の補正予算に積極的にお取組みいただき、理科教育環境整備の充実を
お願いいたします。

日本理科教育振興協会 会長 大久保 昇
理科教育設備整備に関するご質問は、メールまたはFAXにて当協会までお問い合わせください。

お問い合わせお問い合わせ

■MAIL : info@japse.or.jp ■FAX : 03-3294-0716
■ホームページもご参照ください http://www.japse.or.jp/rishin-hou

追加申請に備え必要な観察・実験機器を追加申請に備え必要な観察・実験機器を
リストアップしておきましょう。リストアップしておきましょう。

協力： 全国小学校理科研究協議会  ・全国中学校理科教育研究会  ・日本理化学協会

理科教育を支援する 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28 昇龍館ビル
TEL.03-3294-0715 / FAX.03-3294-0716

詳しくは理振協会のホームページを参照願います http://www.japse.or.jp

不許複製・禁無断転載

設備台帳を元に、足りない重点品目を中心に希望品目・数量を決め、
整備計画の準備をしてください。

足りない観察・実験機器をリストアップしましょう!!

古くて使用できない機器は廃棄しましょう!!

自校の整備状況を把握するために
理科設備基準に沿った理科教育設備台帳を作成してください。
理科教育設備台帳には、

①設備表  　②品目別整備状況一覧表  　③総括表
の3種類の表があります。

自校の観察・実験機器を確認しながら台帳に記入してください。
※ 市販されております、Excel版付き理科設備整備台帳を購入いただければ
　「品目別整備状況一覧表」に記入するだけで他の表へも記入が反映されます。ご活用ください。

③総括表②品目別整備状況一覧表 ①設備表

まず自校の整備状況を把握しましょう!!
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（課題）生徒が科学を学ぶ意義や有用性を実感していない
・日常生活との関連を重視

□  科学への関心を高め、科学を学ぶ意義や

有用性を実感させる

□ 科学に関する基本的な見方や概念の一層の定着 □ 科学的な思考力・表現力の育成

□ 科学的な体験、自然体験の充実を図ること

「観察・実験」「観察・実験」こそこそ理科教育の基本です。
新学習指導要領の理念や内容を実施するために新学習指導要領の理念や内容を実施するために
必要な設備環境が整っていない学校が多いのが現状です。

理科教育環境整備を
国と地方、学校をあげて推進していく必要があります！国と地方、学校をあげて推進していく必要があります！

観察・実験機器が不足しています！観察・実験機器が不足しています！〈小・中・高 充足調査結果から〉

・理科観察・実験機器を充実させましょう。
・児童・生徒にたくさんの観察・実験を体験させましょう。

しかし

重点 品目を 揃 えましょう

現在多くの学校で観察・実験機器が不足して
いて、教科書の実験が満足にできていません。
文部科学省がこれだけは必ず揃えてほしいと

定めた観察・実験機器の重点品目でさえ、
大幅に不足しています。
まず各自治体で調査を行い、不足している機器
を揃え、いつでも観察・実験が行える「理科室」
を実現してください。

品 目 小学校 中学校 高等学校

重点品目 67.9% 36.0% 21.9%

重点品目以外 28.2% 9.8% 9.5%
設備品総額
（重点品目と重点品目以外） 52.3% 30.4% 13.6%

少額設備品 41.1% 27.1% 13.8%

■観察・実験機器の整備充足率

整 備 状 況 を 把 握しましょう

古い実験機器は火災や思わぬ事故の原因となります。
安全のためにも、正しい実験をすべての児童・生徒が平等に体験できる環境を整えてください。

1校で40台以上顕微鏡がある場合、そのうち小学校では5台、

中学校では8台は使用できないことが判明。また、21年

以上前に整備した顕微鏡が小学校では11台、中学校では

9台あり、顕微鏡の作動状況が危ぶまれます。数を揃える

だけではなく、きちんと実験できる環境を整えてください。

例：生物顕微鏡 小学校 中学校

理科室にあっても使用できない率 12% 18%

21年以上前に整備した率 27% 21%

自らの仮説のもとに観察・実験の計画を立てさせる指導を行うほど、
学力調査の正答率が高い傾向にあります。

・科学の基本的な見方や概念を柱に、構造化、充実
・小・中・高等学校の接続の改善

・目的意識をもった主体的で意欲的な観察・実験
・科学的に探求する能力を育成

観察・実験の結果を、整理し考察する指導を行うほど、学力調査の
正答率が高い傾向にあります。

事前に計画を立てて、「観察・実験」を行い、結果を考察することは学力の向上につながることが実証されました。

〈平成24年度全国学力・学習状況調査より〉

学力調査の結果から

■ 小学校 ■小学校■ 中学校 ■中学校
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■ よく行った　■ どちらかといえば、行った　
■ あまり行っていない　■ 全く行っていない

■ よく行った　■ どちらかといえば、行った　
■ あまり行っていない／全く行っていない
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観察・実験の授業が学力向上につながっています。観察・実験の授業が学力向上につながっています。

各自治体は、必要な備品に対する整備率を調査後、必要な観察・実験機器を把握し、
すべての子どもたちが平等に学べる、そしていつでも使うことができる理科室を整備してください。
そのために、今回の補正予算を最大限に活用し、顕微鏡、電源装置の一括購入、高額の実験器など、
大型予算配当時ならではの整備をしましょう。

「 い つ でも使 え る 理 科 室 」を！！

 

耐震薬品庫／生徒用顕微鏡／オートクレーブ／精密電子てんびん／電動型遠心分離器／直流安定化電源装置／簡易ドラフトチャンバー／小型電源
装置／オシロスコープ／放射能検知装置／簡易廃液処理装置／各種標本・模型

高等学校 

 

アクアリウムセット／廃液用ポリタンクセット／顕微鏡／デジタル気体
チェッカー／照度計／双眼実体顕微鏡／デジタルカメラ付き顕微鏡／筋肉
付腕の骨格模型／電子てんびん／小型人体骨格模型／各種標本・模型

小学校 
顕微鏡／月の満ち欠け説明器／放射能測定器／高精度電子てんびん／
静電高圧発生装置／力学的エネルギー保存の法則実験機／直流交流
電源装置／力の合成・分解実験器／顕微鏡用デジタル画像システム／
双眼実体顕微鏡／月・金星の動きモデル実験器／各種標本・模型

中学校 

理科学習指導要領改訂の基本的な考え方。理科学習指導要領改訂の基本的な考え方。

より一層観察・実験が重視されています。より一層観察・実験が重視されています。

（課題）自然体験などの不足
・観察、実験の充実
・ものづくりや自然体験などの充実

「平成24年度全国学力・学習状況調査」より

今後整備したい観察・実験機器（日本理科教育振興協会 調査結果より）
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