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まだ平成29年度内に理科室の整備・充実が間に合います

本年度の予算は、当初予算17.5億+前年度補正予算残2.0億で合計19.5億円でした。6月度に、初
回の交付決定がありましたが、まだ予算に余裕がありますので、文部科学省は追加募集を行って
います。現在、第3次募集が出ています。

スケジュール 毎月20日
受付締め切り → 交付申請

翌月16日締切 →
交付決定
翌々月16日 → その後内定 予算消化次第

終了です

積極的に国庫補助を活用して、理科教育設備整備事業を推進していた
だけるように都道府県・市区町村自治体・学校法人にPRしましょう

この対応として、右
記啓発パンフレット
を作成し、全国都道
府県・市区町村・学
校法人にDMしまし
た。

■  平成29年度理科教育設備整備費等補助金予算の
追加募集中です（p1）

■  平成30年度 理科教育設備整備予算増に向けた活動
（p2）
■ 台帳説明会・個別相談会　開催（p3）
■ 平成30年度概算要求予算について（p3）
■ 2017年　小・中・高等学校　理科充足調査報告（p4～7）
■ 理科研究大会の報告（p8）
■  第50回記念 全国小学校理科研究協議会研究大会
（東京大会）（p9）

■ 平成29年度 東日本大震災 理科実験支援事業（p10）
■  平成29年度 理科観察実験・指導力向上セミナーを開催
しました（p11）

■  平成29年度 毒物劇物取扱責任者試験　
受験準備講習会を実施しました（p11）

■  平成29年度 こども霞が関見学デーに
出展いたしました（p11）

平成29年度理科教育設備整備費等補助金予算の追加募集中です
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平成30年度 理科教育設備整備予算増に向けた活動

1　文部科学省及び地方自治体への要望活動

　要望内容・・・ 平成30年度の理科教育設備
整備費等補助金の増額
消耗品費の十分な確保
理科実験支援員の確保
観察・実験のできる場所の
確保

　 8月中旬に、文部科学省各部署、地方自治体
教育委員会教育長、及び議会議長宛に予算
啓発パンフレットともに要望書をDMいた
しました。
　 特に議会議長には、管轄自治体内、小中高
等学校の理科室整備状況について、観察実
験機器や消耗品の整備、支援員の配置等、
十分な理科教育環境で理科授業ができてい
るか否か、教育委員会に確認いただけるよ
うお願いしました。

2　文教議員への要望書提出

　 8月度、普段から理振協会の活動に支援を頂いている衆議院・参議院の国会議員
22名に、理科教育環境整備向上の要望書を提出いたしました。

平成29年度 理科教育設備整備費等補助事業・台帳説明会　実施報告

今期、事業計画に挙げた、[都道府県と協働で理科教育設備整備事業を普及させていく]の実践として、下
記4地区で説明会を実施いたしました。

開催地・実施日 講師 参加者
大阪府私学課・私学協会協働
7月21日（金）大阪私学会館

文部科学省初等中等教育局教育課程課
教科調査官　鳴川 哲也　氏

40学校法人
62名

えびの市
7月25日（火）えびの市役所会議室

公益社団法人 日本理科教育振興協会
常務理事　石崎 裕行

市内小中10校
事務・理科教諭・教育委員会
計18名

理科教育を支援する
公益社団法人 日本理科教育振興協会

理科観察・実験機器の整備は国庫補助の対象です。
予算要求をして、観察・実験授業を充実させてください。

次期学習指導要領で、小学校・中学校ともに
「・・・環境整備に十分配慮すること・・・」が記載されました。

『主体的・対話的で深い学び』を実現するには、
理科教育環境の整備が必須です。

今から計画的に観察・実験機器の充実を推進しましょう。

● 気体検知管（酸素＆二酸化炭素）
● デジタル顕微鏡
● 記録温度計
● デジタル気体チェッカー
● 筋肉付腕の骨格模型
● 電子てんびん　・・・

● 顕微鏡
● 電子てんびん
● 双眼実体顕微鏡
● モーター原理説明器
● 直流電流計
●半導体レーザー光源　・・・

● 生物顕微鏡
● 水平すだれ式波動実験機
● 超音波洗浄機
● レーザー光源装置
● 携帯用放射能測定器
● 精密電子てんびん　・・・

2017.08

公益社団法人 日本理科教育振興協会
〒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
ホームページ　http://www.japse.or.jp

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

詳しくは理振協会のホームページを参照願います。 URL

▲ http://www.japse.or.jp

観察・実験授業を円滑に行うには、消耗品を常時用意しておく必要があります。
消耗品費もまだまだ不足していますので、忘れずに予算要求しましょう。

小学校 中学校 高等学校
消耗品が不足している 61.6% 53.0% 46.0%
一クラスあたり平均予算 10,567円 12,097円 13,574円
一人あたり平均予算 376円 384円 379円

小学校 中学校 高等学校

|||||||||| 平成29 年度　理振協会調査結果により、次年度以降に整備したい観察・実験機器 ||||||||||

使えない実験機器・とても古い実験機器が理科室にありませんか。顕微鏡・電源装置など、一括
で整備することが望ましい機器は、大きな金額になるので、翌年に備え早い時期に予算要求し
ましょう。

使用できない実験機器保有数

3

小学校 中学校 高等学校
使用できない
生物顕微鏡  8.7% 14.7% 16.1%

生物顕微鏡を購入した時期

小学校 中学校 高等学校
平成21年以降 32.6% 35.3% 33.9%
平成元年～20年 45.3% 47.1% 44.8%
昭和63年以前 22.1% 17.7% 21.3%

古い実験機器は、火災や思わぬ事故の原因となります。安全な理科実験環境に留意しましょう。また、
廃棄手続きを忘れずに行いましょう。

使用できない実験機器保有数

小学校 中学校 高等学校
使用できない
電源装置  7.0% 15.1%  8.7%

電源装置を購入した時期

小学校 中学校 高等学校
平成21年以降 46.7% 39.3% 25.0%
平成元年～20年 36.1% 47.3% 44.7%
昭和63年以前 17.1% 13.5% 30.2%

「観察・実験」こそ
理科教育の基本です

理科の授業は
理科室で！

使えない機器は廃棄し、使用できる機器をそろえましょう

4 消耗品費もしっかり確保しましょう

要望文書 パンフレット表

代表的な理科設備品整備状況の調査結果

●小学校
平均保有数（28年度） 必要数

※必要数とは40人学級で算出した数です

気体採取器 21台7.6台

電子てんびん 11台6.7台

筋肉付腕の骨格模型 11台1.6台

振り子実験器 11台4.4台

てこ実験器 21台7.5台

直流電源装置 11台7.0台

双眼実体顕微鏡 21台6.3台

●中学校
平均保有数（28年度） 必要数

※必要数とは40人学級で算出した数です

二重コイル 11台3.9台

電子てんびん（高精度） 11台3.6台

力学的エネルギー実験器 11台2.1台

双眼実体顕微鏡 41台14.2台

顕微鏡 41台30.6台

人体骨格模型 1台0.3台

遺伝モデル実験器 11台0.2台

●高等学校
平均保有数（28年度） 必要数

※必要数とは40人学級で算出した数です

精密電子てんびん  3台1.6台

生徒用水波投影装置 21台0.2台

レーザー光源装置 11台1.0台

オシロスコープ 21台1.9台

小型電源装置 21台3.1台

精密直流電圧電流計  5台2.7台

携帯用放射線測定器  1台0.6台

霧箱  1台0.6台

生徒用顕微鏡 52台38.1台

卓上クリーンベンチ  5台0.2台

小型インキュベータ  2台0.1台

電動型遠心分離器  3台0.4台

※平成29年度全国小・中・高等学校観察・実験機器充足調査結果より

を体験できる理科教育環境を整備してください理科観察・実験機器を充実させ、理科の楽しさ

小学校では平成23年・中学校では平成24年・高等学校では平成25年から実施された新学習指導
要領で、優先的に整備してほしいと掲示された重点設備を中心に理科観察・実験機器の整備を
推進しましょう。

観察・実験機器の整備充足率

品　目 小学校 中学校 高等学校

重点品目 64.6% 45.9% 21.2%

重点品目以外 27.0% 15.7%  9.8%

設備品総額（重点品目と重点品目以外の計） 46.8% 42.1% 14.2%

少額設備品 38.0% 28.5%  6.3%

教育現場の声
●   実験機器が古くて使えない
●   一度に同じ機器を一括で揃える予算がつかない
●   実験機器の故障が多くて使えない

いま、小・中・高等学校の理科教育で一番困っていることは、観察・実験機器の不足です。

いています。

●   予算が乏しく、毎年買い足ししているので、同じ
機器が揃わず指導しにくい

● 顕微鏡の種類がバラバラで指導しにくい

平成25年度の調査から、5年連続で「機器の不足」が最も困っていると回答いただ

小学校は「全国小学校理科研究協議会」、中学校は「全国中学校理科教育研究会」、高等学校は「日本理化学協会」からの委
託により、平成29年6月に当協会が行ったアンケート調査に基づくデータです。

調 査 対 象・・・ 全国小学校理科研究協議会、全国中学校理科教育研究会、日本理化学協会の全国役員校を通じた、小学校・
中学校・高等学校

サンプル数・・・小学校＝165校　中学校＝135校　全日制普通科高等学校=161校

観察実験が十分に行える場所を確保しましょう。

理科実験が十分にできる理科室は足りていますか

小学校 中学校 高等学校

理科室が
不足している  20.4% 38.1% 25.3%

普段理科室で授業を行っていますか

小学校 中学校

ほぼ理科室で
授業を行っている 35.2% 43.7%

※   観察・実験にかかわらず理科の授業は理科室で行ってください。普通教室で行う授業よりも、観察・
実験機器に囲まれた環境で行う理科の授業は、児童・生徒達の理科への興味・関心を、より一層高める
ものと考えます。

1 教科書掲載の実験を行うために、重点設備機器の充実を推進しましょう

2 理科の授業は理科室で行いましょう

充足数が少ないと『主体的・対話的で深い学び』の理科教育が困難です。

要望文書 パンフレット裏

要望文書
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大野城市
9月6日（水）大野城市庁舎会議室

公益社団法人 日本理科教育振興協会
常務理事　石崎 裕行

市内小中20校
事務・理科教諭・教育委員会
計35名

島根県自治体・公立高等学校
9月15日（金）島根県庁講堂

文部科学省初等中等教育局教育課程課
教科調査官　野内 頼一　氏

県内自治体12　高等学校40校
計65名

大阪府内私学校 島根県内自治体・高校 え び の 市 大 野 城 市

説明会は、平成27年から本年までのべ29会場で実施いたしました。
これまで累計で、学校法人 673校、都道府県市区町村自治体 241自治体、累計参加者 1,294名が受講され
ました。

平成29年度 理科教育設備整備費等補助事業・台帳　個別相談会

開催地 日　時　（一団体様60分以内程度） 会　場
福岡 平成29年10月 17日（火） 9：30～17：30 福岡国際会議場407会議室　　
東京 平成29年10月 19日（木） 9：30～18：00 中央大学駿河台記念館　220号会議室　　　
大阪 平成29年11月 7日（火） 9：30～17：30 大阪マーチャンダイズ・マートビル（OMMビル）207

※ 各会場とも定員になり次第、締め切りとさせていただきます。参加費は無料です。

詳細は当協会ホームページをご覧ください。　　http://www.japse.or.jp/event/7293

平成30年度概算要求予算について
理科教育設備整備費等補助金については、前年度よりも増額要求をいただきました。

理科教育設備整備の充実 【　】平成29年度予算

◆理科教育設備整備費等補助金（理振予算） ・・・・・・・ 19 億円　【17.5 億円】

理科教育における観察・実験の充実

◆理科の観察実験支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2.6 億円　【2.5 億円】
・ 小中学校における理科の観察・実験を支援する補助員を配置（観察実験アシスタント＝Preparation 
Assistant for Scientifi c Expermients and Observations）・・・・補助率1/3

関連予算

スーパーサイエンスハイスクール支援事業 ・・・・・・・・ 23.08 億円　【22.19 億円】
・ 先進的な理数系教育を実施する高等学校等を「スーパーサイエンスハイスクール」に指定し、学習指導
要領によらないカリキュラムの開発・実践や課題研究の推進、科学技術系人材の育成等を支援する。
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1. 調査学校数

　

◆小学校
調査対象 回答校数 昨年回答校数 増減

全国の小学校 165校 141校 +24
1校あたりのクラス数(3年～ 6年)：9.3クラス
1クラスあたりの児童数：27.2名

　

◆中学校
調査対象 回答校数 昨年回答校数 増減

全国の中学校 135校 161校 △26
1校あたりのクラス数：11.3クラス
1クラスあたり生徒数：31.6名

　◆高等学校　　※高等学校のデータは全日制普通科高校のみで算出しています。
調査対象 回答校数 昨年回答校数 増減

全国の高等学校 255校 205校 +50
高校内訳 全日普通科161　実業系61　定時制20　特別支援13 ――

１校あたり：18.4クラス　　　１クラス当たり生徒数：35.8　名

2. 国庫補助予算…予算の数値は、予算のあった学校での算出

　

◆ 小学校　＜有効回答数　163校＞　
1校当たりの予算額　(　)昨年
予算のある学校 国庫補助予算平均 昨年平均 増減
30.7%�(38.5%)

50校 22.8万円 23.6�万円 ▽0.8万円

　

◆中学校　＜有効回答数　132校＞　
1校当たりの予算額　(　)昨年
予算のある学校 国庫補助予算平均 昨年平均 増減
33.3%(32.9%)

44校 29.3万円 37.1万円 ▽7.8万円

　◆高等学校（高校は全日制普通科）＜有効回答数：155校＞
　1校当たりの予算額　(　)昨年
予算のある学校 国庫補助予算平均 昨年平均 増減
25.2%�(26.1%)

39校 35.5万円 39.0万円 ▽3.5万円

3. 国庫補助以外予算･･･平均は予算のあった学校での数値

　

◆小学校　　＜有効回答数　162校＞　(　)昨年

予算のある学校 国庫補助以外
予算平均 昨年平均 増減

39.5%�(37.8%)
64校 11.3万円 14.2万円 ▽2.9万円

　

◆中学校　　＜有効回答数　131校＞　　(　)昨年　

予算のある学校 国庫補助以外
予算平均 昨年平均 増減

51.1%�(40.0%)
67校 19.5万円 16.2万円 +3.3万円

　◆高等学校　＜有効回答校数153校＞　　(　)昨年　

予算のある学校 国庫補助以外
予算平均 昨年平均 増減

43.1%�(33.6%)
66校 26.2万円 27.5万円 △1.3万円

4. 消耗品予算

◆小学校
予算額 今年度 昨年度 増減
1クラス
当たり 10,567円 11,040円 ▽473円

児童1人
当たり 376円 372円 4円

予算状況 今年度 一クラス
当たり予算

児童一人
当たり予算

足りている 38.4% 12,035円 469円
足りない 61.6% 9,828円 337円

◆中学校
予算額 今年度 昨年度 増減
1クラス
当たり 12,097円 12,048円 49円

生徒1人
当たり 384円 390円 ▽6円

予算状況 今年度 一クラス
当たり予算

生徒一人
当たり予算

足りている 47% 15,095円 506円
足りない 53% 9,672円 308円

◆高等学校
予算額 今年度 昨年度 増減
1クラス
当たり 13,574円 13,567円 ����▽7円

生徒1人
当たり 379円 363円 +16円

予算状況 今年度 一クラス
当たり予算

生徒一人
当たり予算

足りている 54.2% 16,452円 460円
足りない 45.8% 11,399円 321円

2017年　小・中・高等学校　理科充足調査報告
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5. 予算配当のない学校
◆小学校　＜有効回答校数　162校＞　　(　)比率

小学校 今年度 昨年度
国庫+国庫外のない学校 66校(40.7%) 50校(37.3%)
国庫+国庫外+消耗費のない学校 3校(1.9%) 3校(2.2%)

　　

◆中学校　＜有効回答校数　132校＞　　(　)比率
中学校 今年度 昨年度

国庫+国庫外のない学校 45校(34.1%) 51校(34.4%)
国庫+国庫外+消耗費のない学校 7校 (5.3%)  8校( 5.4%)

◆高等学校　＜有効回答校数　125校＞　　(　)比率
高等学校 今年度 昨年度

国庫+国庫外のない学校 55校(44.0%）38校(47.5%)
国庫+国庫外+消耗費のない学校  9校(7.2%）  1校(0.1%)

6. 理振予算・予算要求について

【小学校】
○�理科観察実験機器の整備は国庫補助対象であることの認知　�
＜有効回答校数　164校＞

○�理科予算を要求したことの有無　　　�
＜有効回答校数　163校＞

知っている 知らない 予算要求したことがある したことがない
147校 17校 84校 79校
89.6% 10.4% 51.5% 48.5%

○次年度予算要求方法　　　＜有効回答校数　162校＞
教育委員会から指示がある 学校から要求する 要望は聞いてもらえない その他

74校 45校 32校 11校
45.6% 27.8% 19.8% 6.8%

�その他　　�教育委員会から予算の提示がある。学校からの要望はできない。�
教育委員会から指示された学校全体予算の中で、校内で取り合う。�
前年度に、次年度の理振指示は受ける。計画を立てておく。�
理科予算は学校輪番制となっている。

【中学校】
○�理科観察実験機器の整備は国庫補助対象であることの認知　�
＜有効回答校数　133校＞

○�理科予算を要求したことの有無　　　�
＜有効回答校数　134校＞

知っている 知らない 予算要求したことがある したことがない
117校 16校 86校 48校
88.0% 12.0% 64.2% 35.8%

○次年度予算要求方法　　　＜有効回答校数　132校＞
教育委員会から指示がある 学校から要求する 要望は聞いてもらえない その他

50校 43校 30校 9校
37.8% 32.5% 22.7% 6.8%

�その他　　�教育委員会から予算の提示がある。学校からの要望はできない。�
教育委員会から指示された学校全体予算の中で、校内で取り合う(学校内の教材整備予算で割り振る)。�
二年に一度理科整備予算が割り当てられる、学校からの要望はできない。

【高等学校】
○�理科観察実験機器の整備は国庫補助対象であることの認知�
＜有効回答校数　157校＞

○�理科予算を要求したことの有無�
＜有効回答校数　158校＞

知っている 知らない 予算要求したことがある したことがない
138校 20校 119校 38校
87.3% 12,7% 75.8% 24,2%

○次年度予算要求方法　　　＜有効回答校数　153校＞
教育委員会から指示がある 学校から要求する 要望は聞いてもらえない その他

76校 47校 20校 10校
49.7% 30,7% 13.1% 6.5%

�その他　　�理科教員には予算については知らされていない。�
教科別に予算を振り分けていないので　最初から予算枠がない。�
年度末に教員の希望をとる。�
国庫補助以外の分については、事務から何も聞けない。
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7. 重点品目状況

小学校 
有効回答校数

160校

顕微鏡保有状況 

(　)昨年

保有数 総　数 使用可能数 使用不可能 使用不可能割合
全体 1,951台 1,782台 169台 8.7% (8.6%)

購入年度内訳 総　数 ～平成21年 平成20年～平成元年 昭和63年～
全体 1,765台 575台 800台 390台
比率 ――― 32.6% 45.3% 22.1 % (23.8%)

電源装置保有状況 

(　)昨年

保有数 総　数 使用可能数 使用不可能数 使用不可能割合
 全体 1,369台 1,273台 96台 7.0% (5.9%)

購入年度内訳 総　数 ～平成21年 平成20年～平成元年 昭和63年～
全体 1,380台 645台 499台 236台
比率 ――― 46.7% 36.2% 17.1% (16.0%)

中学校 
有効回答校数

132校

顕微鏡保有状況 

(　)昨年

保有数 総　数 使用可能数 使用不可能数 使用不可能割合
全体 4,384台 3,734台 650台 14.8% (17.3%)

購入年度内訳 総　数 ～平成21年 平成20年～平成元年 昭和63年～
全体 4,300台 1,516台 2,025台 759台
比率 ――― 35.3% 47.1% 17.7 % (16.6%)

電源装置保有状況 

(　)昨年

保有数 総　数 使用可能数 使用不可能数 使用不可能割合
全体 1,783台 1,513台 270台 15.1% (17.0%)

購入年度内訳 総　数 ～平成21年 平成20年～平成元年 昭和63年～
全体 1,797台 705台 850台 242台
比率 ――― 39.3%  47.3% 13.5% (13.6%)

高等学校

顕微鏡保有状況 
有効回答校数

120校  

(　)昨年

保有数 総　数 使用可能数 使用不可能数 使用不可能割合
全体 4,742台 3,980台 762台 16.1% (14.9%)

購入年度内訳 総　数 ～平成21年 平成20年～元年 昭和63年～
全体 4,519台 1,531台 2,024台 964台
比率 33.9% 44.8% 21.3% (22.3%)

電源装置保有状況
有効回答校数

108校  

(　)昨年

保有数 総　数 使用可能数 使用不可能数 使用不可能割合
全体 820台 749台 71台 8.7% (10.3％ )

購入年度 総　数 ～平成21年 平成20年～元年 昭和63年～
全体 777台 194台 348台 235台
比率 25.0% 44.8% 30.2% (28.3%)

8. H28年度最も整備充実させた実験機器

学　校 順位 品　目 購入した学校数 購入した台数 1校あたりの平均購入台数

小学校
(　)昨年

1 顕微鏡 38校 212台 6台�(7台)
2 気体検知管関係 4校 19台 5台�(7台)
3 てこ実験機 4校 14台 4台�(4台)

中学校
(　)昨年

1 顕微鏡 30校 167台 5.6台�(6台)
2 電源装置 8校 24台 3台�(5台)
3 電子天秤 7校 50台 7台�(6台)

高　校
(　)昨年

1 顕微鏡 20校 143台 7台�(7台)
2 オートクレーブ 4校 4台 1台(なし)
3 PHメーター 3校 16台 5台�(7台)
4 電流計・検流計 2校 12台 6台(なし)
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9. 理科室での授業の実施状況

小学校�
全体165校�

(　)昨年

ほぼ毎回80％以上 半分程度50％程度 30%以下 ほとんど理科室で�
授業をしない

58校 87校 20校 0校
35.2%�(32.1%) 52.7%�(60.0%) 12.1%�(8.1%) 0%�(0)

中学校�
全体135校

(　)昨年

ほぼ毎回80％以上 半分程度50％程度 30%以下 ほとんど理科室で�
授業をしない

59校 52校 24校 0校
43.7%�(48.1) 38.5%�(35.6%) 17.8%�(15.6%) 0%�(0)

10. 理科室の数について

小学校

授業時数増で、理科実験授業を行うのに理科室は足りていますか　　(　)昨年
足りている 不足している 不足率
132校 34校 20.5%(21.5%)

理科室が不足した場合の理科実験の対処について　　＜回答校数　136校＞
教室で行う 時間割を他のクラスと調整する 別の教室で行う 実験をしない
56校 71校 2校 0校

その他7校

中学校

授業時数増で、理科実験授業を行うのに理科室は足りていますか　　(　)昨年
足りている 不足している 不足率
83校 51校 38.1%(36.7%)　

理科室が不足した場合の理科実験の対処について　　＜回答校数　102校＞
教室で行う 時間割を他のクラスと調整する 別の教室で行う 実験をしない
34校 56校 7校 4校

�その他1校�　※映像教材で実験を見せて終える

11. 普段の理科観察実験授業で困っていること

小学校 中学校 高　校
回答校数 160校 126校 76校

観察・実験機器不足 54 63 41
消耗費予算不足 33 13 8
支援員不在 41 25 7
理科室が不足 11 14 4
その他 21 11 16

その他の内容

1�理科専科・支援員不在等
・�支援員が不在なので予備実験等に
余裕がない。
・�実験の準備、片づけに時間が取れ
ない。
・�理科専科不在で、実験の準備に余
裕がない。
2�理科室の施設設備関係
・�水道施設がない。できない実験が
ある。
・�理科室が狭すぎる。
・�理科室の施設が老朽化している。
3�観察・実験機器関係
・�老朽化していて使用できない。
・�統合で理科機器を廃校から持って
きたので新旧入り乱れて使いにく
い。
・�気体検知管の消耗品費が高くて予
算を取られてしまう。
4�実験授業関係
・�うまく結果を出せない実験があ
る。

1�理科教諭不足関係
・�理科教員が一人しかいない、3学
年全部担当しているので多忙で、
満足な授業ができていない。
・�理科教員が足りない。
・時数増で理科教員の負荷が高い。
2�支援員不足
・�実験の準備片づけの時間がなかな
か取れない実験が増えたので、実
験準備の時間の捻出に苦労してい
る等�時間的余裕がない。
3�理科室不足�
・�理科教員が3人いるので、理科室
は３部屋必要だ。
・�時数が増えて同学年で重なると一
クラスしか実験ができない。
4�観察実験機器不足
・�老朽化している機器ばかりで実験
が不安である。
・�個数が足りない。
5�消耗品不足
・�市の調達の手続きですぐにほしい
時に入手できないでいる。

1理科室の施設関係
・�理科室のレイアウトが悪くて実験
しづらい。
・�水道の設備が老朽化して使えな
い。
・�エアコンがなくて、夏は暑くて実
験しない。
・�戸棚、キャビネット等の設備がな
くて収納に困っている。
2��iCT機器の更新が追い付かなくて
老朽化してて使用できない。

3.��消耗品の購入の手続きが面倒で
時間がかかる。必要な時に入手
できない。

4.�中学と併設なので理科室が使用
できない時がある。
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理科研究大会の報告

本年度の大会は、8月2～ 4日の3日間、札幌市教育文化会館を主会場に行われま
した。大会主題の「自然と人間との調和をめざし、未来を創造する力を育む理科教育」
のもと、600名近い参加者を迎え、成功裏に終えることができました。
今大会の特色の一つである「若い理科教師の集い」を、1日目の夕刻に、全国の若
い理科教師100名を超える参加者で行いました。2日目の文部科学省講演では、初等
中等教育局教育課程課　教科調査官の藤枝秀樹先生から「これから求められる理科
教育を考える」と題して、先日公示された新学習指導要領のねらい等をお話になり
ました。午後の分科会では、5つの分科会で、全国から25の貴重な実践発表があり、それぞれの会場で活発な意見交換
が行われました。また、3日目の記念講演は、ヒグマ学習センター主宰・室蘭工業大学非常勤講師　前田菜穂子先生か
ら「ヒグマを育て自然を学ぶ」と題して、アイヌ文化とヒグマの関係を含めて引き込まれる内容のお話をしていただき
ました。
最後に、本大会の実施にあたり様々なご支援をいただいた文部科学省、北海道、各地区の教育委員会、日本理科教育
振興協会をはじめ関係諸団体の皆様に対して心より感謝申し上げます。

第64回全国中学校理科教育研究会北海道大会を終えて
全国中学校理科教育研究会　会長　山谷　安雄

本年度の全国大会は8月8日から10日まで、蔵造りの風情ある町並みが残る小
江戸、埼玉県川越市の新設されたウェスタ川越、及び川越市立川越高等学校を
会場に充実した内容で開催することができました。
大会主題に「未来を拓く理科教育」～主体的・協働的な学びの創造～を掲げ、
記念講演は川越市ゆかりの東京大学宇宙線研究所長　梶田隆章氏（2015年ノーベ
ル物理学賞）にお願いし、「神岡での基礎科学研究」と題したご講演をいただき
ました。
研究協議（分科会）では「アクティブラーニング型授業等による理科教育」、「未来を拓く理科教育」等のテーマ
で参加者全員が議論に参加し、主体的・協働的な学びを実現するための熱心な意見交換が行われました。さらに
54件の研究発表を基に活発な授業研究を行いました。
ご支援をいただきました文部科学省、埼玉県教育委員会、川越市教育委員会をはじめ関東各県の教育委員会及
び理科関係の諸団体に厚く御礼申し上げます。特に日頃より特段のご支援をいただいている日本理科教育振興協
会におかれましては、本大会におきましても会長・副会長・理事の皆様のご参加をいただきご挨拶、また多大な
るご支援をいただきました。あらためて深く感謝を申し上げます。

平成29年度全国理科教育大会・第88回日本理化学協会総会埼玉大会を終えて
日本理化学協会　会長　宮本　信之

本年度の全国大会は、8月5日（土）から6日（日）の2日間、福岡教育大学（森
藤義孝実行委員長）を会場にして開催された。一般研究324件、課題研究13件（66
発表）、ポスター発表49件、中高生ポスター発表9件、ワークショップ4件の発
表が行われ、熱心な議論が展開された。また、森本信也前会長による記念講演1
件、新学習指導要領の告示を踏まえたシンポジウム「対話的で主体的で深い学び
（1）（2）」2件が実施され、活発な議論と課題の提起がなされた。
一般研究発表では、これまで同様に指導方法、評価等に関する発表が多かった。
次回の第68回全国大会は、平成30年8月4日（土）5日（日）の2日間、岩手大学（名越利幸実行委員長）において
開催される。本年度と同様に一般研究、課題研究発表及びシンポジウムの開催を予定している。
最後に、日本理科教育振興協会による本学会への厚いご支援に対して感謝申し上げます。

（一社）日本理科教育学会第67回全国大会を終えて
一般社団法人　日本理科教育学会　会長　稲垣　成哲
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全国小学校理科研究協議会研究大会 東京大会の開催にあたり

全国小学校理科研究協議会は、先般、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官　鳴川哲也先生を講師に

お招きし、平成29年度 第１回理事会を内田洋行新川オフィスにて開催いたしました。当日は、ご来賓として公益社

団法人 日本理科教育振興協会会長 大久保 昇様にご出席いただきました。誠にありがとうございました。

さて、今年度の大会は、10月26日（木）、27日（金）の2日間にわたり、8年振りに東京で開催する運びとなりまし

た。大会1日目は、新宿区立新宿文化センターにおいて、理事会・総会・研究全体会・講演会を行います。講演会で

は、ノーベル生理学・医学賞を受賞された　学校法人 北里研究所 北里大学特別栄誉教授　大村 智先生をお迎えし、

「微生物創薬と国際貢献」を演題にご講演いただきます。大会2日目は、新宿区立富久小学校、大田区立清水窪小学校、

世田谷区立二子玉川小学校、渋谷区立西原小学校、杉並区立杉並第十小学校、板橋区立志村第三小学校、足立区立弘

道小学校、多摩市立多摩第二小学校の都内8つの学校を会場に、公開授業・分科会・指導講話を行います。

次期学習指導要領が告示されて初めての大会であることから、全国的にも大変注目が集まる大会となることと思い

ます。全小理事務局としても大会の成功に全力を注いでまいります。

終わりに、公益社団法人日本理科教育振興協会会長 大久保 昇様をはじめ、協会の皆様、そしてご支援をいただい

ております関係機関の皆様に深く感謝を申し上げます。

「自然と向き合い、多様な考えを受け入れ、
主体的に問題を解決する理科教育」
第50回記念 全国小学校理科研究協議会研究大会

東京大会の開催

全国小学校理科研究協議会　会長

林田 篤志

第50回記念 全国小学校理科研究協議会研究大会（東京大会）
10月26日（木）～ 27日（金）
新宿区立新宿文化センター　ほか

【1日目】記念講演
平成29年10月26日（木）　15時30分～ 16時30分（於: 新宿区立新宿文化センター）
　講　師　北里大学特別栄誉教授　大村　智　先生【2015年度ノーベル生理学医学賞受賞】
　演　題　「微生物創薬と国際貢献」

【2日目】公開授業及び研究発表
平成29年10月27日（金）
下記　8校にて実施予定です。
・新宿区立富久小学校　　　・大田区立清水窪小学校　　・世田谷区立二子玉川小学校
・渋谷区立西原小学校　　　・杉並区立杉並第十小学校　・板橋区立志村第三小学校
・足立区立弘道小学校　　　・多摩市立多摩第二小学校
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平成 29 年度 東日本大震災 理科実験支援事業

本年も、東北被災地にて小学校を対象に理科実験支援事業を実施いたします。昨年に続き、被災地の児童
たちに、喜びや感動を与える理科実験授業をいたします。
■実施期間　　9月～ 12月
■実施地区　　南相馬市　2校　いわき市　9校　石巻市　3校　陸前高田市　1校　大船渡市　2校
■参加校数　　5自治体　17校
■参加児童数　約1400名

平成29年度実施予定理科実験授業
普段、学校においては理科実験を実施することに、設備や指導の面で難しいと思われる、下記の実験を実
施する予定です。
※ 実験機器、消耗品もすべて児童数分、持ち込みます。児童たちには、全員が手に取って、触れて、理科の
楽しさを体験していただきます。
・電磁石 ・流水の働き ・水と氷 ・金属、水、空気と温度
・大地の成り立ち ・物の溶け方 ・風やゴムの働き ・顕微鏡を使った観察（生物と環境）

平成29年度復興支援事業報告会開催予定

日　時：平成30年2月17日（土）
場　所：内田洋行新川ビル
本年度も事業の締めくくりとして報告会を開催する予定です。

ゲストとして、東北被災地より教育関係者をお招きしお話いただく予定です。

安全安心な理科観察実験のために

機材の正しい使い方を表示した、安全安心ドキュメントがそろいました。

理振協会ホームページからダウンロードしてご活用ください。http://www.or.jp/publication
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平成29年度 理科観察実験・指導力向上セミナーを開催しました

開 催 日 8月21日（月） 8月22日（火） 8月23日（水）
会 場 愛知教育大学 帝京平成大学中野キャンパス 国立天文台

テ ー マ 各単元の完全マスター 安心安全な理科実験指導 我が国の最高施設ならではの
研修と指導

講 師

愛知教育大学　教　授　岩山　勉
愛知教育大学　教　授　澤　正実
愛知教育大学　教　授　戸田　茂
愛知教育大学　准教授　長　昌史

帝京平成大学　教　授　船尾　聖
帝京平成大学　准教授　永田　学

国立天文台・天文情報センター
石川　直美
波田野聡美

参 加 者 10名 29名 28名

セミナーの
ようす

コ メ ン ト

受講された先生方には、理科教
育の基本を改めて研修していた
だきました。理科教育専門の施
設設備が充実した中で、ご指導
いただいた先生方の事前準備も
素晴らしく、受講された方は皆、
熱心に理科実験に取り組まれて
いただきました。

実際の授業で、先生が陥りそう
な操作や手順について。微に入
り細に入り、具体的な事例を紹
介し、安全で楽しく、児童たち
に理科を体験してもらうことの
できる、明日からすぐに役立つ
実践的な指導をいただきました。

実際に望遠鏡を自作してその仕
組みを理解し、また星座早見盤
も自作して正しい使い方を習得
しました。また、天文に関して
は我が国の最高レベルの施設で、
4D2Uドームシアターでは宇宙旅
行を堪能できました。

平成29年度 毒物劇物取扱責任者資格試験　受験準備講習会を実施いたしました

本年も大妻女子大学様の協力をいただき、7月28日（金）～ 8月2
日（水）6日間『平成29年度 毒物劇物取扱責任者資格試験　受験準備
講習会』開催いたしました。
今年度は、21名のご参加をいただきました。夏の暑い中でも熱心
に受講いただき、大半の方が、講習会終了後の千葉県での試験を受
験いただきました。
まだ他の都道府県での試験はあり、これから受験される方のご健
闘を祈念いたします。

平成29年度 こども霞が関見学デーに出展いたしました

毎年、文部科学省生涯学習政策局が中心となり、各省庁が参加し
て文部科学省をはじめとして各省庁と関係のある団体が教育のあら
ゆる分野について、子供を対象とし展示・演示を開催しています。
本年は8月2日（水）・3日（木）文部科学省講堂にて開催されました。
理振協会は昨年に続き、理科教育の分野で、触れて・体験して楽し
い実験機器を展示いたしました。
当日の来場者は6,000名以上となり、当協会のブースも大盛況でした。
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