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理科教育設備整備費等補助金3億円が、閣議決定されました。
予算成立までしばらく日数がかかると思われますが、時期が来たらすぐ対応できるよ
うに、今から都道府県・市区町村教育委員会及び学校法人にPRしてください。

今から準備しておきましょう。
都道府県・市区町村自治体教育委員会、私立学校にPRして、
理科教育設備整備充実に取り組みましょう。

事務局では、
全国都道府県市
区町村教育委員
会及び学校法人
に対して、平成
28年度補正予算
取組啓発パンフ
レットの作成・
DMを予定して
おります。

■ 平成28年度第二次補正予算への対応（p1）
■ 平成29年度理科教育設備整備費予算増に向けた活動（p2）
■ 平成29年度 理科教育設備整備予算概況（p3）
■ 台帳説明会・個別相談会　開催（p3）　　■ はやわかりパンフレット完成（p3）
■ 2016年　小・中・高等学校　理科充足調査報告（p4～5）
■ 理科研究大会の報告（p6）
■ 平成28年度東日本大震災　理科実験支援事業（p7）
■ 平成28年度理科観察実験・指導力向上セミナー（p7）
■ 平成28年度 毒物劇物取扱責任者試験　受験準備講習会について（p7）
■ 平成28年度 子ども霞が関見学デー（p7）
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理科の授業は 理科室で！

2016.09

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

● 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　● (一社)日本理科教育学会協 力

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。

Mail： info@japse.or.jp Fax ：03-3294-0176お問い合わせ

児童、生徒に充実した理科教育を施すためには、「充分な観察・実験機器」と「充分な消耗品の手当」に加え、観察・実験が安全に行える
環境の整った場所としての「理科室」の確保が必須となります。
子供たちが観察・実験を行い、不思議を見出し、調べ、考えをまとめ、発表する。このアクティブラーニングの場所が理科室なの
です。観察・実験の準備がすぐにできて、子供たちが安全に楽しく「理科のおもしろさ」を体験できるよう、理科教育の環境を
整備してください。

●まずは理科室の観察・実験機器の点検をしましょう。
足りない観察・実験機器や古い・使用できない観察・実験機器を点検・調査してください。

［平成28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］
小学校

● 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　・・・

中学校 高等学校

●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。
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］
小学校 中学校 高等学校

使用できない生物顕微鏡   8.6% 17.3% 14.9%

［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 32.0% 36.8% 24.5%
平成元年～20年 44.2% 46.5% 53.2%
昭和63年以前 23.8% 16.6% 22.3%

●古い・使用できない観察・実験機器は 、廃棄して一括で整備しましょう！

古い実験機器は、火災や思わぬ事故の原因となります。安全な理科実験環境に留意しましょう。

理科教育設備整備等補助金（理振）申請は難しくはありません。この補助金を「久しく受けて
いない」、「受けたことがない」、という自治体、学校法人様に当協会がお手伝いいたします。
文部科学省のご協力をいただき、一昨年より全国で14回、理科教育設備整備費等補助金事業・
台帳説明会を開催いたしました。
今年度も開催いたします。理振補助金に関するご質問など、当協会下記連絡先までお問い合わせ
ください。
※秋開催の台帳説明会、参加募集中です。詳細は下記をご覧ください。
http://www.japse.or.jp/event/5024

● 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　・・・

［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   5.9% 17.0% 10.3%

［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 51.8% 36.2% 28.6%
平成元年～20年 32.2% 50.2% 43.1%
昭和63年以前 16.0% 13.6% 28.3%

理科教育設備整備等補助金事業のお手伝いをします

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▶️▶️▶️

実験のできる理科教育環境づくりを！

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

現在、文部科学省は、都道府県経由にて事業計画を募集しています。
文部科学省の締め切りは00月00日 です。

平成28年度第二次補正予算で今年度のうちに

理科観察実験機器の
整備充実をはかりましょう

平成28年度第二次補正予算で今年度のうちに

理科観察実験機器の
整備充実をはかりましょう

理科教育設備整備費等補助金
（理振予算）が計上されています
理科教育設備整備費等補助金

平成28年度第二次補正予算にて

28年度理科教育設備整備費等補助金事業

平成 28 年■月■日

都道府県　市区町村教育委員会　教育長 殿
学 校 法 人 　 理 事 長 殿

公益社団法人 日本理科教育振興協会

会　　長　　大 久 保　　昇

【平成28年度第二次補正予算における理科教育設備整備等補助金予算についてのご案内】

表記のとおり、平成 28 年度第二次補正予算にて、理科教育設備整備費等補助金について、3.0
億円が計上されております。(別紙パンフ参照)まだ、当補正予算は成立しておりませんが、今後、
国会の審議を経て晩秋には予算は成立するものと考えております。

毎年、公益社団法人 日本理科教育振興協会では、小中高等学校の理科観察実験機器の保有
状況を調査していますが、まだまだ学校現場においては整備不足の状況です。御自治体、学校
法人におかれましては、理科室の実験機器整備状況はいかかでしょうか。老朽化して使えない、
あるいは、児童生徒数分に足りていない等の支障はありませんでしょうか。

この機会に、補正予算での理科教育設備整備事業にお取組みいただき、必要な理科教育設備
整備充実の促進をお願いします。

予算執行については、現在、文部科学省から都道府県を経由で、全国の市区町村、私立学校
に事業計画募集を通知しています。この締め切りが、文部科学省着で■月■日です。

ぜひ、この機会に積極的にお取組みいただきたく、お願い申し上げます。

なお、当事業に不案内な自治体、学校法人様に対して、事業実施のための説明会も実施して
おります。詳細は、当協会のホームページ（http://www.japse.or.jp/event/5024）を
ご参照ください。

こちらもあわせて、ご参加賜りますようお願い申し上げます。

本件の問合せ先
公益社団法人 日本理科教育振興協会
事務局 石 崎 裕 行
TEL:03-3294-0715　FAX:03-3294-0716　
E-mail:info@japse.or.jp
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平成29年度理科教育設備整備費予算増に向けた活動

1　文部科学省及び地方自治体、私立学校への要望活動

　要望書提出（8月中旬）・・・ 文部科学省関連各部署及び全国都道府県、市区町村教育委員会、
私立学校に加えて、自治体議会議長あてにも予算啓発パンフレッ
トと要望書をDMいたしました。

　要望内容・・・ 平成29年度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
理科室の環境整備充実（観察・実験のできる場所）及び理科観察実験支援員予
算増
　　 ※ パンフレットはホームページに掲載していますので、ご活用ください。

http//japse.or.jp/publication

平成 28年 8月 12日 

 

都道府県 教育長 殿 

市区町村 教育長 殿 

 

公益社団法人  日本理科教育振興協会 

会 長  大 久 保  昇 

 

平成 29 年度 理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についてのお願い 

 

現行の学習指導要領において重要視された理科教育では、〔観察・実験〕が重視され、大幅増の理科授

業時数（小学校は５５時間・１６％増、中学校は９５時間・３３％増）が示され、各社の理科教科書に

おいても多くの観察・実験を行うよう掲載されています。文部科学省の全国学力学習状況調査の「理科」

についても、その出題は、普段の理科教育において、充分に観察実験を行っていることを踏まえた内容

となっており、益々理科教育においては、〔観察・実験〕に重きを置くようになっています。 

 

しかしながら、当協会の調査においては、小中高等学校の理科教育環境はまだまだ十分とは言えず、

観察・実験の実践には、設備器具（観察・実験器具）の不足や、薬品や消耗材料の不足、実験準備・後

片づけの時間など現場の教師に係る負担など、障害も多くあります。障害の中では、学校現場で最も困

っていることが、５年連続で、小中高ともに「観察・実験機器の不足」と挙げられています。 

 

理科教育設備整備費等補助金事業は、小中高の観察・実験機器の整備拡充のための予算ですが、補助

をうける団体が総事業費の半分を負担する事業となっていますので、積極的に理科教育設備整備費等補

助金を取り込み、観察実験機器の充実に着手されている自治体とそうでない自治体との地域格差も懸念

されます。 

 

貴自治体管轄の小・中・高等学校の理科教育環境はいかかでしょうか。大幅に時数増となった理科教

育について、充実した観察・実験授業を児童・生徒に体験させることができているでしょうか。 

 

(別紙 今年度調査を踏まえて「観察・実験こそ理科教育の基本です」パンフをご参照ください。) 

当協会では、新しい理科教育の実現のため「理科室へ行こう！理科室で観察・実験をしよう！」奨励

活動を推進しております。 

 

貴自治体管轄の全ての小・中・高等学校 理科教育環境整備向上のため、積極的な予算措置をお願い申

しあげます。 

 

           【本件のお問合せ先】 
公益社団法人 日本理科教育振興協会 常務理事 石 崎 

〒100-0052 千代田区神田小川町 3-28 昇龍館ビル 4F 
TEL：03-3294-0715    E-mail：info@japse.or.jp 

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

「観察・実験」こそ
理科教育 の基本 です！

理科観察実験機器を充実させ、
理科教育環境を整備してください

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28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＝147校　中学校＝167校　全日制普通科高等学校=124校

●�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　・・・

2016.08

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

理科の授業は理科室で！
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。

消耗品費もしっかり確保しましょう3

小学校 中学校 高等学校

消耗品が不足している 68.2% 52% 55.0%

一クラスあたり平均予算 11,040円 12,048円 13,567円

一人あたり平均予算 372円 390円 363円

観察実験が十分に行える場所を確保しましょう。

理科の授業は理科室で行いましょう4

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

理科室が不足している  21.5% 36.7%

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 32.1% 48.1%

※���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。

児童・生徒の思考力・判断力・表現力の育成には、

理科観察実験による学習が不可欠であり、科学的

思考を育む教育が理科である観点から、充実した

理科室環境で観察実験授業を児童・生徒達に体験

させることができるよう、理科観察・実験機器の

整備充実をお願いします。

小学校 中学校 高等学校

|||||||||| 平成28 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。

使えない機器は廃棄し、使用できる機器をそろえましょう

使用できない実験機器保有数

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（27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7.9台

電子てんびん 11台8.0台

筋肉付腕の骨格模型 11台1.4台

振り子実験器 11台5.1台

てこ実験器 21台8.2台

直流電源装置 11台8.2台

双眼実体顕微鏡 21台7.9台

●中学校
平均保有数（27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3.2台

電子てんびん（高精度） 11台3.2台

力学的エネルギー実験器 11台2.2台

双眼実体顕微鏡 41台13.5台

顕微鏡 41台30.3台

人体骨格模型 1台0.3台

遺伝モデル実験器 11台0.1台

●高等学校
平均保有数（27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1.4台

生徒用水波投影装置 21台0.3台

レーザー光源装置 11台1.4台

オシロスコープ 21台2.0台

小型電源装置 21台2.7台

精密直流電圧電流計  5台3.3台

携帯用放射線測定器  1台0.4台

霧箱  1台0.5台

生徒用顕微鏡 52台39.6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0.3台

電動型遠心分離器  3台0.4台

※平成28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

2

小学校 中学校 高等学校
使用できない
生物顕微鏡  8.6% 17.3% 14.9%

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 32.0% 36.8% 24.5%
平成元年～20年 44.2% 46.5% 53.2%
昭和63年以前 23.8% 16.6% 22.3%

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  5.9% 17.0% 10.3%

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 51.8% 36.2% 28.6%
平成元年～20年 32.2% 50.2% 43.1%
昭和63年以前 16.0% 13.6% 28.3%

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。

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

観察・実験機器の整備充足率

1

品　目 小学校 中学校 高等学校

重点品目 68.4% 40.4% 22.6%

重点品目以外 28.9% 11.9%  8.7%

設備品総額（重点品目と重点品目以外の計） 49.7% 36.9% 14.0%

少額設備品 43.6% 24.1% 12.9%

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、4年連続で「機器の不足」が最も困っていると回答いただ

要望文書 パンフレット表 パンフレット裏

2　文教議員へ要望書提出

　 8月度、普段から理振協会の活動に支援をいただいている衆議院、参議院の国会議員31名に
要望書を提出いたしました。

3　地方での活動

・香川県、高松市要望訪問　　9月1日（木）
・大阪府、大阪市要望訪問　　9月5日（月）
・栃木県要望訪問　　　　　　9月16日（金）
　 教育長をはじめとして、教育委員会幹部の方々と面談し、次年度以降の理科教育予算増のお
願い及び要望書の提出をいたしました。

香川県教育委員会　前列左2　西原教育長を囲んで 大阪市教育委員会　前列左2　小川総務部長を囲んで
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文部科学省平成29年度概算要求において、「理科教育設備整備費等補助金」が20.8億円要求されました。
平成28年度は、第二次補正予算3億円計上されましたので、実質、20.8億円の予算は平成26年度から継続され
ています。　〔下記〈　〉内は平成28年度予算〕

理科教育設備整備の充実
◆理科教育設備整備費等補助 ( 理振予算 ) ・・・・・・・・ 20.8 億円　〈17.8 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 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3.1 億円　〈2.6 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(観察実験アシスタント　Preparation Assistant 
for Scientifi c Experiments and Obeservations)を配置・・・・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 ・・・・・・・・ 23.8 億円　〈23.6 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意を支援する。

台帳説明会・個別相談会　開催

『初等中等学校理科教育設備整備費等補助金事業・台帳説明会』、『理科教育設備整備費等補助金事業普及
のための個別相談会』を、下記日時で開催いたします。
※現在参加申し込み受付中です。

初等中等学校理科教育設備整備費等補助金事業・台帳説明会
福　岡 10月18日（火）14：00～16：00 福岡国際会議場503会議室
名古屋 10月21日（金）14：00～16：00 安保ホール601号室
東　京 10月25日（火）14：00～16：00 中央大学駿河台記念館285号会議室

理科教育設備整備費等補助金事業普及のための個別相談会
大　阪 11月15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
東　京 11月28日（月）9：30～18：00 中央大学駿河台記念館220号会議室

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

《はやわかりパンフレットを作成しました》

理科教育設備整備費等補助事業について、手続き方法と必
要な書類の書き方 及び 理科教育設備台帳の記入の仕方 をま
とめたパンフレットを作成しました。私立学校用・市区町村
立学校用・県立学校用 の三種がございます。理振協会主催
の『理科教育設備整備費等補助事業・台帳説明会』にて、受
講された方に配布・説明している資料です。ホームページに
掲載しておりますので、ご活用ください。

http://www.japse.or.jp/rishin-hou

平成29年度　理科教育設備整備費等補助金予算　20.8億円で要求

理振協会の調査の結果、多くの学校が国庫補助金を活用して、観察・実験機器の整備充実を

希望されています。しかし、現状では国庫補助金を活用できていない学校が数多くあります。

難しいことはありません。一度活用できれば次年度から全く同じ作業になります。

理科室の観察・実験機器の整備は、国庫補助の対象です。

〈私立学校用〉

国庫補助金を活用して
理科観察・実験機器を
充実させましょう！

国庫補助金を活用して
理科観察・実験機器を
充実させましょう！

・ 理科観察実験設備整備等補助金事業の 
 手続きを理解しましょう！

・理科設備台帳を作成しましょう！

不許複製・禁無断転載　2016.06

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 〒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

※理振シールは、理科機器販売店にお問い合わせください。

設備表に記入するだけの作業です。基本的に台帳はエクセルで管理できます。そのため実際は設備表に

新たに整備・廃棄した機器を記載するだけで、総括表と品目別整備状況一覧も更新されます。
※ 台帳のエクセルは、各都道府県の私学担当窓口にお問い合わせいただければ、無償で入手できます。

台帳の更新は毎年確実に行いましょう。

国庫補助金を活用した機器は、

理振シールを貼って確実に管理をしましょう。

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

■MAIL : info@japse.or.jp ■FAX : 03-3294-0716

理科教育等設備台帳を作成しましょう。

設備表3 ▲

   国庫補助金で購入した数量と合計金額をここに記入

▲  

国庫補助金以外で
購入した数量と合計
金額をここに記入

▲

   廃棄した場合はここに記入

手続きに必要なことは、A 事業計画の提出、B 交付申請書の提出、C 実績報告書の提出の3つです。

理科教育設備費等補助金事務手続きの流れ

文部科学省学 校

事業の実施
・設備の購入
・設備台帳への記載等管理の開始

都道府県

現有状況の確認／必要設備の確認

内定額の範囲内で事業計画を調整
学校法人別

内定通知の作成

交付申請書の
審査

交付申請書の作成
学校法人分の
とりまとめ

交付決定を受けてから整備（購入）
始めます。

学校法人別交付
決定通知の作成

事業計画の作成
・足りないものがないか
・実験等に支障のある設備がないか

事業計画書の
審査

学校法人分の
とりまとめ

実績報告書の作成
学校法人分
実績報告書の
審査・額の確定

事業計画の提出依頼
事業計画の提出依頼

2月

内定通知
交付申請書
の提出依頼

内定通知
交付申請書の提出依頼

4月

交付申請書の提出
5月

交付決定通知
交付決定通知
6月

事業計画の提出
3月

額の確定報告額の確定通知

    事業計画の提出A

    交付申請書の提出B

    実績報告書の提出C
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全国小学校理科研究協議会・全国中学校理科教育研究会・日本理化学協会の委託を受け、全国の小中高等

学校の観察・実験機器に関する理科設備関係予算および観察実験機器保有数の調査を実施しました。

本年度の調査結果について、小中高等学校において最も困っていることに依然として、<理科観察実験機

器の不足>が挙げられています。これは調査開始以来、毎年継続して、最も困っていることに挙げられます。

主要観察実験機器の状況については、毎年、使用不可率・昭和時代の整備率は低減していますが、学校にお

いては、毎年、新しく整備される機器については、古い機器を廃棄して、その代替として整備するのがやっ

とではないかと推定されます。

平成28年度は、補正予算が組まれていますので、この機会に、真の意味で観察実験機器の充実を期待い

たします。

1.　調査学校数

学　校 回答校数
小学校 141校
中学校 161校

高　校 205校
（全日普通科124、実業系54、定時制17、特別支援10）

2.　国庫補助予算・・・・理振予算が配当になった学校の割合

1校当りの予算額

学　校 予算のある学校（昨年度割合） 国庫補助予算平均（万円） 昨年度平均（万円） 増減（万円）
小学校 38.5％（31.6％） 23.6 23.0 + 0.6
中学校 32.9％（35.4％） 37.1 39.1 △2
高　校 26.1％（25.4％） 39.0 41.2 △2.2

３.　国庫補助以外予算

※平均は予算のあった学校での数値

学　校 予算のある学校（昨年度割合） 国庫補助以外予算平均（万円） 昨年度平均（万円） 増減（万円）
小学校 37.8%（31.6%） 14.2 14.0 + 0.2
中学校 32.9%（35.4%） 16.2 18.8 △2.6
高　校 26.1%（25.4%） 27.5 26.9 + 0.6

4.　消耗品予算

学　校
一クラスあたり（円） 一人あたり（円）

今年度 昨年度 増減 今年度 昨年度 増減
小学校 11,040   9,820 + 1,220 372 348 + 24
中学校 12,048 11,222 △826 390 387 +3
高　校 13,567 12,518 + 1,049 363 346 + 17

2016年　小・中・高等学校　理科充足調査報告
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５.　重点品目状況

顕微鏡保有状況	 生物顕微鏡を購入した時期
学　校 使用できない生物顕微鏡の割合 学　校 平成21年以降 平成元年～ 20年 昭和63年以前
小学校 8.6％（9.2％） 小学校 32.0％ 36.8％ 24.5％
中学校 17.3％（14.6％） 中学校 44.2％ 46.5％ 53.2％
高　校 14.9％（17.3％） 高　校 23.8％ 16.6％ 22.3％

電源装置保有状況	 電源装置を購入した時期
学　校 使用できない電源装置の割合 学　校 平成21年以降 平成元年～ 20年 昭和63年以前
小学校 5.9％（6.2％） 小学校 51.8％ 36.2％ 28.6％
中学校 17.0％（12.8％） 中学校 32.2％ 50.2％ 43.1％
高　校 10.3％（13.8％） 高　校 16.0％ 13.6％ 28.3％

６.　H27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（昨年）

小学校
1 顕微鏡 24校 163台 6.8台（4.1台）
2 てこ実験器 9校 32台 3.6台（4.0台）
3 気体検知管関係 8校 94台 12台（ 7台）

中学校
1 顕微鏡 31校 187台 6.0台（7.9台）
2 電子天秤 15校 90台 6.0台（6.4台）
3 電源装置 12校 63台 5.3台（5.4台）

高　校
1 顕微鏡 18校 129台 7台（ 9台）
2 PHメーター 3校 24台 8台（ 6台）
3 分子模型関連 3校 21台 7台（ 3台）

７.　理科室で授業を行っていますか

学　校 ほぼ毎回 半分程度 30%以下 ほとんど 
しない

小学校 43校 81校 11校 0校
中学校 77校 57校 25校 1校

8.　理科室の数は足りていますか

学　校 足りている 不足している 不足率（昨年）

小学校 109校 30校 21.5% 
（20.1%）

中学校 102校 59校 36.7% 
（45.4%）

高　校   94校 24校 20.3% 
（20.1%）

9.　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 138校 150校 117校
観察・実験機器不足 43 54 50
消耗費予算不足 25 18 28
支援員不在 40 24 ―
理科室が不足 5 14 4
その他 25 37 14

その他の内容

１　 支援員不在で、実験の準備片
づけに時間が取れない ...... ４校

２　 理科室及び実験機器が老朽化
していて使えない .............. ２校

３　 気体検知管の消耗品費が高く
て、予算を取られてしまう ......  
 ............................................. ２校

１　 実験準備の片づけの時間が取
れない。実験時間が増えたの
で時間の捻出に苦労している ...  
 ............................................. ６校

２　 理科室の実験台等の施設と実
験機器が不足、または老朽化
していて使用できない ...... ３校

３　 理科室そのものが不足してい
る ......................................... ３校

１　 助手が不在・実験の準備片づ
けの時間がなかなか取れない ...  
 ............................................. ８校

２　 理科室や実験機器の老朽化が
ひどくて実験授業には使えな
い ......................................... ２校

３　 消耗品の購入手続きが面倒で
時間がかかる。自費で用意す
るときがある ...................... ２校
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理科研究大会の報告

本年度の大会は、8月4日（木）、5日（金）の2日間、高崎市の群馬音楽センター
を主会場にして行われました。大会主題の「自然との関わりを通して、科学的に探
求する力を育む理科教育」のもと、役員会、理事会、ブロック会、分科会、全体会、
文部科学省講演、記念講演が600名をこす参加者を迎え、成功裏に終えることがで
きました。
文部科学省講演では、初等中等教育局教育課程課 教科調査官の野内頼一 先生から、

「学習指導要領改訂の方向性とこれからの理科教育」と題して、また記念講演は、群
馬県立ぐんま昆虫の森 名誉園長 矢島稔 先生から「命の重さを伝えていることに気付く理科指導」と題してそれぞれお話
をいただきました。
大会1日目の役員会と理事会では全中理法人事業部についての提案が行われました。2日目の分科会では、教育課程、
学習指導、観察・実験、環境教育、学習評価の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。
最後に、本大会の実施に向け様々なご支援をいただいた文部科学省、群馬県をはじめとした各地区の教育委員会、日
本理科教育振興協会をはじめとした、関係諸団体の皆様による本会への厚いご支援に対して心より感謝申し上げます。

第63回全国中学校理科教育研究会群馬大会を終えて
全国中学校理科教育研究会　会長　田中　史人

平成28年度全国理科教育大会・第87回日本理化学協会総会石川大会は、平成
28年8月8日から10日まで、豊かな自然と香り高い文化が息づく石川で、石川県
野々市市の金沢工業大学を会場に、盛大に充実した内容で開催することができ
ました。
大会主題には「確かな未来を担う理科教育～探究する力を育むために～」を掲
げ、主体的協働的な学びを主導する理科教育や探究活動における論理的・批判
的な思考力の育成などについて、参加された先生方や関係諸機関の皆さんと研
究を深めました。次期学習指導要領の改訂に向けた検討作業が進むなか、今後さらに、目的意識をもって観察・
実験を行い「理科好き」の生徒を増やし、生徒に科学的な見方考え方を身に付けさせる、問題解決能力を培う理科
教育の充実に力を尽くすことなどが力強く語られました。
本大会のため、ご支援いただきました文部科学省、石川県教育委員会、野々市市教育委員会をはじめ北信越ブロッ
ク各県の教育委員会および理科関係諸団体に厚くお礼申し上げます。特に、日本理科教育振興協会におかれまし
ては、会長・副会長・理事の皆様からご挨拶やご指導をいただきました。心から感謝申し上げます。

平成28年度全国理科教育大会・第87回日本理化学協会総会石川大会を終えて
日本理化学協会　会長　赤石　定治

本年度の全国大会は8月6 ～ 7日の2日間、信州大学教育学部（三崎隆実行委
員長）を会場にして開催された。一般研究312件、課題研究36件、ポスターセッ
ション35件、ワークショップ5件の発表が行われ、熱心な議論がなされた。また、
次期学習指導要領の動向を踏まえ、2件のシンポジウムが企画され、熱心な議論
の下いくつかの課題が提起された。
次期学習指導要領の基本的な枠組みの提起を受けて、一般研究発表ではこれ
らの課題に関わる指導方法、資質・能力の分析、学習評価等に関する発表が多かっ
た。次回の第67回全国大会は，平成29年8月5日（土）・6日（日）の2日間、福岡教育大学（森藤義孝実行委員長）
において開催される。本年度と同様、一般研究・課題研究発表並びに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日頃の厚いご支援に対して感謝申し上げます。

日本理科教育学会第66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　森本　信也
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平成 28 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授業事業を実施いたします。昨年に続き、被災地の小学
校の児童たちに、喜びや感動を与える理科実験授業をいたします。
■実施地区　6市（南相馬市1校、いわき市13校、石巻市5校、陸前高田市1校、大船渡市3校、  釜石市1校）
■実施校数：24校　　■参加児童数：1,585人　　■クラス数：66クラス

復興支援事業報告会開催予定

日時：平成29年2月18日（土）　場所：内田洋行新川ビル
文部科学省をはじめとして、被災地教育関係者、小中高理科団体役員等多数のゲストをお招きして、被災
地復興支援事業の総括をいたします。

平成28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17日（水） 8月22日（月） 8月24日（水）
会 場 帝京平成大学 愛知教育大学 国立天文台

講 師
帝京平成大学　教　授　船尾　聖
帝京平成大学　准教授　永田　学

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

国立天文台・天文情報センター
 臼田―佐藤功美子
 石川　直美

参 加 者 20名 15名 12名

セミナーの
ようす

平成28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

平成28年7月29日（金）～ 8月3日（水）の6日間、大妻女子
大学（東京都千代田区）にて、『平成28年度毒物劇物取扱資格
試験 受験準備講習会』を開催いたしました。
今年度は、全国から22名の受講生をむかえました。千葉県
の試験が講習最終日の翌日（8月4日（木））ということもあり、
皆さん熱心に受講されていました。

平成28年度 子ども霞が関見学デーに展示参加しました

平成28年7月27日（水）・28日（木）の2日間、『平成28年度
　子ども霞が関見学デー』が開催され、文部科学省（旧文部省
庁舎6階　第2講堂）にて、理科教材の展示をいたしました。
本年の来場者は、2日間あわせて5,000名で、当協会のブー
スも大盛況でした。
子ども達は、展示品に直接触れ、理科の面白さを体感して
いる様子でした。
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