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我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良に注力することから始まり、

やがて独自の技術・製品開発へ都心化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあげるま

でになってきております。 
しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、注五個を初めとするアジア

近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸

国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題

が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する

懸念が台頭して来ております。 
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題も山積みしており、この課題の解決に向けて、従来にも増して益々

技術開発に対する期待は高まっており、機械業界を上げて取り組む必要に迫られておりま

す。 
これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力

をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企

業における研究開発、技術開発に掛ける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、狙いを

定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして、特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センターに「ものづくり日本」国民運

動の総合的展開に関する調査研究を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果で

あり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 
 
 
平成１９年３月 
 
 
 

    社団法人 日本機械工業連合会 
                        会 長  金 井  務 

 
 



 

はしがき 
 

わが国の国民経済を支える機械工業の根幹である「ものづくり」について、その重要性、

幅広さ、奥深さ、面白さ、国際性等を学童、学生、社会人、主婦、高齢者等国民のあらゆ

るレベルで認識してもらい、「ものづくり」離れが進む最近の社会風潮を転換させるため

には、「ものづくり」回帰への国民運動を展開することが必要である。 

特に、国においては平成１７年度から「ものづくり日本大賞」の公募、顕彰を省庁連携

政策として開始したこともあり、こうした動きと連動しながら、国民運動の推進の方法に

ついて計画的に調査研究し、適切な方法を求めることが望まれている。 

「ものづくり」についての社会の理解を深化させるためには、大学等高等教育のみなら

ず、初等中等教育レベルにおいても「ものづくり」を意識した教育を展開することが必要

である。 

（社）産業教育学会の調査によると、初等中等教育での「技術」の教育授業期間はわが

国が中学校相当の 3 年間であるのに対し、欧米では初等中等教育の 11-12 年間、中国、韓

国等アジア諸国で初等中等教育の 9-12 年間であり、極めて少ないことが指摘されている。

これらを改善するためには、国民各層の理解のもとに学習指導要領の改訂が必要であるが、

それと併せ限られた教育授業時間での教育効果を向上させる取り組みも必要である。 

こうした視点から、平成１８年度においては、中学校レベルでものづくり教育に活用で

きる教育教材に焦点を当て、調査研究を行った。 
ものづくりに対する生徒の関心を高めるためには、教科書だけでなく、メディア情報、

模型、映像など様々な教材を有効に活用して効果的な教育を実施することが必要である。

これら教材は、教育政策の中で考えられるべき性格のものであるが、「ものづくり」振興と

いう省庁連携政策に材料を提供するという観点から、中学校レベルで活用されている教材

についてアンケート調査、有識者ヒアリング調査等により実体を調査分析することとした。 
わが国では理系、文系と色を付けて進路を議論するケースが多いが、生徒の進路選択に

ついて大きな影響を与えるのが中学校レベルでの教育だとの指摘もある。理科の実験が面

白かった、理科の授業が楽しかった、博物館や工場の見学がきっかけになった等々、進路

選択に影響を与えたケースは様々であろうが、本人の関心を高めるような教育機会を提供

することが必要であると思われる。 

今回のアンケート調査結果でも、現代社会はものが溢れ、簡単にものが手に入る世の中

で、生活体験としてものづくりに関心を持ちにくいということが指摘されている。こうし

た環境条件も踏まえて適切な理科、技術、ものづくりの教育を考えることが求められる。 

今回の調査研究が国民各層へのものづくり教育の一助になることを期待する。 

「ものづくり教育教材調査委員会」に参加していただいた教育界、産業界の学識経験者

及び調査にご協力いただいた全国中学校の理科教育担当教員の方々に改めてお礼を申し上

げます。 

得られた結果は、特定非営利活動法人ＪＲＣＭ産学金連携センターが幅広く提供してい

る産学連携推進サイト「産学プラザ http:///sangakuplaza.jp」で公開し、学校、教員、

産業界等関係者から自由にアクセスして取り出し、活用できる体制を検討します。 

 
平成１９年３月 

        特定非営利活動法人 JRCM 産学金連携センター 
                          理事長 小島 彰 
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序章 調査研究の概要  

 
１ 調査の目的 

 

 わが国の国民経済を支える機械工業の根幹である「ものづくり」について、その重要性、

幅広さ、奥深さ、面白さ、国際性等を学童、学生、社会人、主婦、高齢者等国民のあらゆ

るレベルで認識してもらい、「ものづくり」離れが進む最近の社会風潮を転換し、平成１７

年度から開始された「ものづくり日本大賞」との相乗効果を図ることにより、「ものづくり」

回帰への国民運動を展開するための方途を検討する。 
 「ものづくり国民運動」の国民認識の深化を図るための方策として教育面との連動を考

えると、学校教育、大学教育と「ものづくり」との接点を明らかにすることが重要である。

この接点として考えられる以下の４項目の具体的推進方策を明らかにすることは、「もの

づくり国民運動」の効果的推進に不可欠の事項である。 

①学校教育における「ものづくり」教育に資する教材 

②大学等高等教育における社会人による「ものづくり教授」の養成、派遣 

③学生等に「ものづくり」を体験、理解させる「ものづくりインターンシップ」 

④熟年人材を大学の教育研究の支援に派遣する「ものづくり達人」 

 

これらのうち、今回は特に重要と考えられる 

① 学校教育における「ものづくり」教育に資する教材の実態や今後の方向 
について重点的に調査研究を行い、得られた成果を広く公開する。 

 

２ 調査研究体制  

 
 後述の予備調査による概要情報を基に、ものづくり教育教材調査研究の進め方について

検討を行い、教育界、産業界の学識経験者から成る「ものづくり教育教材調査委員会」を

組織し、教材の開発や普及のあり方について調査研究を行う。 

 
委員会の構成は以下の通りである（敬称略、順不同） 

名前 所属 役職 

新井 民夫 東京大学 大学院工学系研究科  教授 

鎌田 正裕 東京学芸大学教育学部理科教育学科 助教授 

星川 孝宜 日本商工会議所 中小企業振興部 課長 

杉田 洲男 （株）日鉄技術情報センター 調査研究第三部 部長 

中野 善文 JFE テクノリサーチ（株） 顧問 
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３ 調査研究項目・スケジュール 
 
  本調査研究においては、以下の事項について調査研究を行うこととした。 
 ① 「ものづくり教育」の活動の現状の調査 

 国及び地域・団体等が進めている種々の活動の概要を調査し、本調査における狙い

と要点の部分に関する情報を収集・集約し調査研究に資する。 
 ② 「アンケート調査」 

 初中等教育レベルにおいて、ものづくりに対する生徒の関心を高めるためには、教

科書だけでなく、実験・技術などに供する機器・器具類及びメディア情報、模型、映

像など様々な教材を有効に活用して効果的な教育を実施することが必要である。 
 これら教材は、教育政策の中で考えられるべき性格のものであるが、「ものづくり」

振興という省庁連携型施策の検討に材料を提供するという観点から、現在初中等教育

段階で活用されている教材について全国の中学校を対象に現状のアンケート調査、有

識者ヒアリング調査等により実体を調査分析する。 
 アンケートは全国の中学校（公立、私立計で約一万校）の約半数にアンケート表を

送付して実状を調査する。 
 ③ 「有識者インタビュー調査」 

 教科書、教材、理科教員など、中学校の理科（一部、技術を含む）教育に携わる有

識者にインタビュうーを行い、各々の分野における現状や課題などの事例を聴取し、

ものづくり教育・教材における課題や今後の方向性に関して参考に資する。 
 ④ 「ものづくり教材」の実状 

 理科・技術教育における実験用機器・器具などの教材の供給の実情について調査を

行う。 
 ⑤ 「ものづくり」教材の今後の方向 

 調査報告書をまとめると共に今後の初中等教育レベルで活用されるべき「ものづく

り」教材の今後の方向をまとめる。 
 作成した指針は報告書、活用可能教材リストと併せ、電子媒体の形でも整備してお

き、現在、特定非営利活動法人ＪＲＣＭ産学金連携センターが幅広く提供している産

学連携推進サイト「産学プラザ」で公開し、学校、教員、産業界から自由にアクセス

して取り出し、活用できる体制を検討する。 
 ⑥ 調査のスケジュール 

これらの調査活動のスケジュール概要を以下に示す。 

 

        平成 18 年度 
調査項目 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

ものづくり活動・教材の調査     ―――――――――――――→ 

アンケート調査               ――――→ 

有識者インタビュー                ――― 

有識者委員会 △      △ 

報告書作成・提出                    ―――→
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第１章 「ものづくり」教育の動向と現状 

 

1－1 概要 

 

 本調査の開始に際し、ものづくり教育の全般的な状況概要を理解する目的で、概況の調

査を実施した。概況調査では、小中学校での理科教育の概況を観察し、その後の本調査へ

の方向性や重点を置くべき事項などについての情報を得ることを目的とした。これらの詳

しい内容は本調査の項で記述する。 
 この概況調査を基に有識者委員会にて調査の内容、方向などのご審議を頂き、具体的な

調査を進める事とした。 

 

（１）概況調査での要点 

 

 概況調査で示された「ものづくり教育」関連事項の主な点は次の如くである。 

・製造業小中学を対象とした学校教育や地域での体験活動、科学館など多くの活動がある

が、「ものづくり｣教育を意識した活動としての体系的な教育や教材の事例は少ないと

見られ、これらについてさらに多くの事例や問題点の調査が求められる。 

・製造業を主体とした産業界の人材育成につながるような視点での初中等教育のあり方や

教材の現状についてはまだ形が整っているとはいえず、現状と問題点やあるべき姿への

道のりなどについて事例の調査や意見の聴取などが必要である。 

・製造業／産業界から初中等教育／高校教育などへの係わり方なども今後の課題のひとつ

である。 

 

（２）概況調査結果 

 

 概況調査においては、「学校教育における「ものづくり」教育に資する教材の実態」にお

いて、主に小中学生を対象とした教育や地域活動、体験実習などの現状を主体に調査した。 
 現在までに進められてきた種々の活動の主な事例は別項で記述する。 
 産業技術政策の変遷はすでに知られている如く、戦後種々の施策が進められた。最近で

は、平成１１年に公布された「ものづくり基盤技術振興基本法」を基に、科学技術基本計

画により具体的な方策が立案実施されてきた。 

 それらの幾つかを分野別に活動の状況を概観すると以下のようである。 

・学校教育や理数系への関心の拡大などは、主に文部科学省を主体とする施策や事業が展

開されてきた。小中学校から高校・高専に至る幅広い教育施策、地域とともに体験実習

を広める施策、ＪＳＴ（独立行政法人 科学技術振興機構）を介した各種の活動などが

展開されている。 
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・経済産業省関連では、主にものづくり人材の観点から高等教育、産学連携、企業内人材

育成など、産業界での人材を主眼とした施策事業などが進められている。 

・厚生労働省関連では、主に職業訓練・能力開発などの分野での施策事業がある。 

 これらは「製造基盤白書」や「ものづくり白書」などにおいてその概要が報告されてい

る。 

・学会活動等では幾つかの分野で研究報告や子供たちを対象とした体験学習の機会を設け

ている 

・地域、業界等では各分野での技術競技や体験などの場を設けているが、小中学生を対象

とした体系的な活動まで進んでいる事例は少ない。 

・各地の科学館等では地域や分野の特徴を活かした体験コーナーを主体とした活動の事例

が見られるが、全国都図浦々かという点では、２－３館／県レベルであり、多くの対象

者をカバーするまでではない 

・理数系の教材の提供の機会はまだまだ少ないといえる。 

 

 これらの活動を「ものづくり」教育、特に製造業を主体とした産業界の観点から課題の

一部を示せば、次のような事項が示される。 
① デザインというような視点では、図形や絵画、彫刻などの分野も必要であり、IT 分野

ではＰＣの扱いと結果系は体験できるが、それらがものづくり／創造ということへの関

心というでは結びつきが薄いようである 

② ものづくりの体験実習などが教育に組み込まれて入るが、教材の面や教育内容の面で

は必ずしも体系的な指針が示され実践されているようではない 

③ 小学／中学／高校への段階的あるいは体系的なものづくりへの関心を持たせる教育の

システムらしきものは見当たらない 

④ ものづくりの現場につながる人材教育・育成の点では、高等教育でのインターシップ、

産学連携中核人材育成などがあるが、初中等教育の場に展開している事例は少ない 

⑤ 学会、協会・業界、科学館なども一般論での理数・工学への体験・実習などを組み込

んでいる事例があるが、それらと産業界との結びつきなどはない 

    

1－2 国の政策及び行政・団体等の活動の概要 
 

 国の科学技術政策の基本的な方針について、平成 18 年度の第 3 期科学技術基本計画に

おける「はじめに」の文章の一部を引用して経過の概要を示す。 

 「資源に乏しい日本が人類社会の中で名誉ある地位を占めていくことは決して容易なこ

とではない。日本の未来を切り拓く途は、独自の優れた科学技術を築くことにかかってい

る。－こうした考えの下、我が国は「科学技術創造立国」を国家戦略として打ち立てた。 

科学技術基本法を制定し、その下で科学技術基本計画（以下「基本計画」という。）に基
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づく総合的施策を強力に推進してきた。すなわち、平成８年度から１２年度を期間とする

第１期基本計画、そして平成１３年３月に閣議決定された、第２期基本計画（計画年度：

平成１３年度から１７年度）である。 

 第１期及び第２期基本計画は、我が国経済がバブル経済崩壊後の長期的停滞に苦しむ中

で策定、実施されてきた。厳しさを増す財政状況の中でも政府研究開発投資が拡充される

とともに、基礎研究の推進と国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化等による科

学技術の戦略的重点化や、競争的資金の拡充や制度改革による競争的な研究開発環境の整

備、さらには国立試験研究機関や国立大学の法人化等の構造改革が実施されてきた。 （中

略） 
 第３期基本計画（平成１８年度から２２年度）は社会・国民に支持され、成果を還元す

る科学技術を目指し、説明責任と戦略性を一層強化していくことが求められる。その戦略

の基本は、質の高い研究を層厚く生み出す人材育成と競争的環境の醸成、科学の発展と絶

えざるイノベーションの創出に向けた戦略的投資及びそれらの成果還元に向けた制度・運

用上の隘路の解消であり、このような多様な政策課題への挑戦が今後５年間の科学技術の

使命である。基本計画はこうした基本認識に基づき、総合科学技術会議の主導の下、政府

全体で着実に実行すべき主要施策を提示するものである。」 
 

 このような基本計画の中で進められているものづくり教育の基本は、「ものづくり基盤技

術振興基本法」（ 公布：平成１１年３月１９日法律第２号 施行：平成１１年６月１８日）

にあるといえる。その中で、ものづくり教育に関連する施策－今回の調査対象である中学

校等での教育に関する部分の一部を引用すると、 

  「 第三章 基本的施策（学習の振興等）」 
 「第十六条 国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じてものづくり基盤技

術に対する関心と理解を深めるとともに、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社

会的気運が醸成されるよう、小学校、中学校等における技術に関する教育の充実をはじめ

とする学校教育及び社会教育におけるものづくり基盤技術に関する学習の振興、ものづく

り基盤技術の重要性についての啓発並びにものづくり基盤技術に関する知識の普及に必要

な施策を講ずるものとする。」と述べられている。 
 

1－2－1 文部科学省が主体的に進めているものづくり教育関連の活動の事例 
 

 これらの中で、文部科学省が進めているものづくり教育関連の活動の一部を示すと以下

の如くである。 

 科学技術・学術関係人材の養成・確保については、例えば、「理数教育の充実 平成 19
年度新規・拡充施策 「蜂の巣応援団」において、次代を担う人材への理数教育の充実１９

年度新規・拡充施策の中で、「理科が伸びる教材 （理科教材開発・活用支援）」、「地域の
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科学舎推進事業」、「理科も安心先生育成」などの事業を推進している。         
 その他の事業の一部の事例を以下に示す 

 
（１）科学技術・理科大好きプラン 

 
・ 「サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP・サイエンス・パートナーシップ・

プログラム） ―大学、公的研究機関、民間企業等と教育現場との連携の推進―平成 18 年

度より独立行政法人科学技術振興機構にて実施 

     ・「科学技術・理科大好きプラン」SPP 連携プログラム・取組事例集 

・「サイエンス・パートナーシップ・プログラムの実施状況」 ・・理科大好きシン

ポジウム 2005、2004 

   などの活動が実施されている 

・ 理数大好きモデル地域事業 

事業推進の支援を独立行政法人科学技術振興機構（JST）が実施している。事業の

幾つかを以下に示す。 

   「理科大好きスクール」に指定：平成 15 年度から全国 19 地域の 167 校を対象 

「理数大好きモデル地域事業」：H１７，１８年度 ・全国、２０校 

  ・ 理科大好きボランティア・理科大好きコーディネーター：地域科学技術理解増進

人材の活動推進 

・ スーパーサイエンスハイスクール 

科学技術・理科、数学教育を重点的に行う高等学校を「スーパーサイエンスハイ

スクール」を指定：（14 年度指定：13 校、15 年度指定：13 校、16 年度指定：

20 校、17 年度指定：22 校）となり計 99 校 

  ・ 先進的科学技術・理科教育用デジタル教材の開発の事例 

    ・独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）・・「理科ねっとわーく」 

・教育情報ナショナルセンター（ＮＩＣＥＲ） 

・日本科学未来館における展示・ショ－ 

 

（２） 子ども科学技術白書の発行 

 
平成 11 年度から、その年のテーマの科学技術について、写真やデータも用いなが

ら、マンガでわかりやすく解説した「子ども科学技術白書」を作成 

 

（３）文部科学省科学研究費補助金 特定領域研究「新世紀型理数科系教育の展開研究」 

（研究期間：平成 14 年度～平成 18 年度） 
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わが国の学校教育向け教材開発の最先端システムの提案と実装（現在のコンテンツ

登録状況：394 件）、 

 

（４）新子どもプランの推進 

平成 11 年度に「全国子どもプラン（緊急 3 か年戦略）」を策定。平成 14 年度から，

完全学校週 5 日制の下で，「新子どもプラン」を策定。17 年度も引き続き実施。 

 

（５）H18 年度 「地域教育力の再生」 関連事業 （主な事例のみ） 

 

① 地域子ども教室推進事業 （H18 年度） ：地域の大人の協力を得て、学校の

校庭や教室等に安全・安心して活動できる子どもの活動拠点（「子どもの居場所

づくり」を含む）を設ける 

② 省庁連携子ども体験型環境学習推進事業 

③ 大学等開放推進事業（大学 Jr.サイエンス事業） ：大学等が持つ専門的・総合

的な教育・研究機能を地域に広く開放させていくためのモデル事業（平成 14・

15 年度は大学等地域開放特別事業として実施） 

④ e ラーニングによる人材育成支援モデル事業 

⑤ 省庁連携子ども体験型環境学習推進事業 

⑥ 地域子ども教室推進事業 

 
（６）独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）が文部科学省の方針に基づいて実施して

いる事業の事例 

 
科学技術理解増進を目指した活動事業として、次のような活動を支援している。 
・スーパーサイエンスハイスクール 
・理科大好きボランティア 
・理科大好きボレンティア事業 
・地域科学館連携支援事業 
・ロボット・実験学習メニュー開発 

 
・国際科学技術コンテスト支援 
・研究者情報発信活動推進モデル事業 
・サイエンスチャンネル 

・JST バーチャル科学館 

・インターネットロボット競技会 
・理科ネットワーク 
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・理科ネットワーク一般公開版 
・日本の科学館めぐり 

 
（７） 全日本中学校技術・家庭科研究会 

 
     昭和 33 年３月に、科学技術教育振興策の一環として中学校に技術・家庭科を新

設することが答申された。（前年 10 月のスプートニク１号） 

     中学校にて技術・家庭科に携わる教員を主体とした研究会として活動を続けて

おり、活動の事例として以下の事業が挙げられる。 

     平成 18 年度 第 7 回全国中学生創造ものづくり教育フェア ・・各都道府県に

て開催 

     学びんピックについて ・・ 創造アイデアロボットコンテスト、他 

 

1－2－2 経済産業省が主体的に進めているものづくり教育関連の活動の事例 
 

   経済産業省においては平成１７年１１月に「ものづくり国家戦略ビジョン」（ものづ

くり政策懇談会）を策定し、その中で、現場を支えるものづくり人材の育成・強化に

ついて幾つかのプラン（継続も含む）を示した。その主な活動を下記に示す。 
  ・ものづくり日本大賞の実施   
  ・産学連携製造中核人材育成事業 

  ・ＭＯＴ人材育成プログラム導入促進事業 
  ・人材育成評価推進事業 

・企業等ＯＢ人材活用推進事業 
  ・若者と中小企業とのネットワーク構築事業 

・高専等活用中小企業人材育成事業 
  などである。 
   これらは、主として高専・大学、中小企業等における人材育成を対象としており、

本調査での中学校の理科・技術を主体とする内容とは趣旨を異にする。 
（１）キャリア教育の推進 

     小中高校生に、ものづくり等の働くことの面白さを体系的に体験・理解してもら

うことを主眼に、地域主導のキャリア教育プロジェクトを推進している。 

    （Ｈ17 年度：25 モデル地域・・約２００校、約３万人の生徒を対象。Ｈ１９年度

まで実施） 

 （２）「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」・・ Ｈ17 年度 25 件採択：

小学校：１０５校、中学校：５７校、高校：２９校。計：１９１校、約 28,300 人 

   ・民間コーディネーター、ＮＰＯ，商工会議所等の活用。 
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        （北海道：2 件、東北：3 件、関東：6 件、中部：3 件、近畿：3 件、中国：2 件

四国：1 件、九州：3 件、沖縄：2 件） 

    （例）「総合的な学習の時間」などを活用し、約 20 時間程度の事業を、3－6 ヶ月

にわたり実施。 

    （例）産業界のニーズに対応したカリキュラムの構築」 ・・事前に地域産業界

の意見を調査しカリキュラムに反映。 

   ・（18 年度） ・・17 年度のモデル事業の継続と新規「4 件」の追加 

 （３）第１回ものづくり日本大賞 （平成 17 年 8 月） 

１．経済産業省関係 （６件 ３０名）、２．国土交通省関係 （７件 １７名）、 

３．厚生労働省関係 （１０件 １０名）、４．文部科学省関係 （２件 ２名） 

 

1－2－3 学会、大学等で進めているものづくり教育関連の活動の事例 
 

   各種の学会や大学等で進められている教育活動の事例の幾つかを以下に紹介する。 

 （１）日本教育工学会 

21 世紀に向けた米国の教育改革の一事例-Learning for the 21st Century 

 （２）日本機械学会 

   ・つくればわかる：小中高校生向けものづくり体験の活動。 
（例）宇都宮大学工学部では,ものづくり創成工学センターを中心として,学部学

生に,ものづくり教育･創造性教育を実施 
   ・東京ブロックの小中学生向けの事業の取組み 
   ・小中学生の技術教育の現状と国際的動向のレポート 
   ・試験管とスチールウールを用いたスターリングエンジンカー作成の教室 
   ・「電気領域」での自ら目的を持って設計し,工夫しながら製作する授業の実践。生

活に役立つ身近な作品作りから中学生の電気に対する興味を高め,電気の基礎

を学習の場を提供 
   ・第 5 回流れの夢コンテスト ～流れのびっくり箱：流れの不思議さ面白さ～（2005

年） 

・第 12 回小中高生向けイベント： メカメカフェア 2005 

（３）電子情報通信学会 

   ・レポート「グローバル化時代の教育と研究」： 「 ロボットで学ぶコンピュータの

仕組み」の報告 
   ・国語教育と技術教育。小学校の国語の授業と関連させた総合的な学習の時間でロ

ボットを扱った授業の試行 
   ・造形遊びと創造的ロボット教育の融合の試行 
   ・平成 17 年度小・中学生・高校生の科学実験教室報告：科学教室「不思議がいっ
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ぱい科学の世界」   
  （４）大学における活動の事例   

・山梨大学教育学部 
     金属の性質とプレス加工。対象は中学生。硬貨等を用いて,金属の性質･特徴と

加工法を実験とビデオ観察で学習する実験授業 
   ・東京学芸大学教育学部  理科教育学科 鎌田研究室 (1997 年～ ) 

工作から学ぶ実験教材の開発 
電子科学分野の実験教材の開発 

 
    このほか、多くの大学において、地域の小中学生、高校生などを対象に種々の教

育や体験学習、実験教室などを開催し、地域活動の活性化と人材育成に努力して

いる。 

 
1－2－4 海外の理科教育・教材関連文献の事例 

 
  「海外の事例・・文献」 
   Proc Natl Passiv Sol Conf・・・ 先生達の教育:面白くて教え易い太陽エネルギー

科学 ・・ アメリカは科学と技術の分野で静かな危機に直面。商業エネルギ

ー局は「太陽エネルギー教材集」を開発  
   ASME DE (Am Soc Mech Eng Des Eng Div)・・・教師のための教育ツール 中/高

校生の科学,数学教育向上のための工学設計プロジェクト。アメリカの高等学校

では特に科学技術教育の再構築が必要となり,ソフトと 
      技術スキルの全体的統合が求められ、2 大学の工学･物理部門の教師グループ

は協力して工学教育プログラムを開発 
   技術と経済・・・21 世紀のものつくりを支える人つくり 12 技術リテラシーと技術

教育。米国の技術教育協会から出版された『Standards for Technological 
Literacy』(邦訳『国際競争力を高める 

      アメリカの教育戦略技術教育からの改革』)を取り上げ,本書のおける技術リ

テラシーと技術教育を,日本の技術科教育(学習指導要領)と対比して概説 
   Syst Dyn 96 Vol 2・・・合衆国におけるシステムダイナミックス教育(SDE)は 1970

年代から始まっており,高校以下の教員を対象とした SD 会議,研究会,教材開発

などが進められてきた 
   SAE Tech Pap Ser (Soc Automot Eng)・・・学校/技術教育:シカゴ公立学校システ

ムと International Truck and Engine 社による,トラックとディーゼル技術の

教育プログラムに対する共同アプローチ 
   エネルギー･資源 
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     イギリスにおけるエネルギー教育の現状。イギリスが独自に開発した小中学校,
高等学校カリキュラム用の「総合的な学習」に適した教材 

       SATIS (Science and Technology in Society)と SAW(Science Across the 
World)の特徴,種類(年齢別),教育方法 

   英国におけるものづくり(技術,工芸)教育及び情報教育・・・英国のケンブリッジ市

内の私立学校 2 校を訪問し標記調査 
   ハイスクールレベルでのエンドユーザ教育 予備レポート・・・イスラエルでは専門

的な職業訓練はハイスクールレベルで行っている。プロジェクトの計画,教育ス

タッフ,教育用パッケージ 

  
    

1－3 科学館等による体験学習 
 
  小中学校における理科・技術教育は基本的に教科書及び学習指導要領により取り上げ

る内容や実験の内容・方法などが規定されており、その他の物理的現象や自然現象、生

活に関連した技術の一部などは学校において体験・実習などが難しい事項も多い。 
  こうした実験や体験の一部を補完してくれる場として、各地にある博物館、展示館、

科学館などが一定の役割を期待される。 
  国内の科学館、博物館等は国公立、企業系列などを合わせ、平成１９年１月現在で、

全国に 656 館が運営されている。 
  その展示の内容別に分類すると、「地球・宇宙分野」で 294 件、「恐竜・生物学分野」

で 224 件、「動物園・水族館・植物園分野」で 117 件、「基礎自然科学分野」で 110 件、

「エネルギー分野」で 94 件、「工学・産業技術分野」で 87 件、「環境分野」で 84 件、「交

通・乗り物分野」で 65 件、「生命・医療分野」で 53 件、「先端科学分野」で 50 件、（合

計：1178 件）の区分である。 

  中学生までを対象に含む、体験型や市民参加型の実験やセミナーなどを開催している

科学館は約７０館があり、その概要は参考資料―１にて紹介するが、主な館名と事例を

以下に紹介する。 

 
 ・旭川市科学館（サイパル） ・・主な科学原理を体験的に学習できる展示機器類を，「北

国」「地球」「宇宙」の３つのコーナーで，常時展示しています。 

 ・東京農工大学工学部附属繊維博物館  ・・子供科学教室を実施 

 ・越谷市科学技術体験センター（ミラクル）  ・・ 楽しみながら科学に親しめる参加

体験型施設 

 ・ソニー･エクスプローラサイエンス（SES）  ・・ 科学の原理原則を体験する”Science 

Wonder” 
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  ・がすてなーに ガスの科学館  ・・ 体験重視した７つのゾーン構成 

  ・東芝科学館  ・・ 小中学生に対するイベントの実施：“わくわく実験ショー”“ガ

リレオ工房による科学実験教室”他 

  ・特定非営利活動法人 発見工房クリエイト科学館 
  ・中津川市子ども科学館（ワクワクドーム）  ・・ 市内の小中学校の理科の先生を

中心に小学生のための教室 
  ・サイエンス・サテライト （大阪市北区） ・・ おもしろ体験広場…楽しいプログ

ラムいっぱいの実験・工作教室 
  ・出雲科学館  ・・ 小学校 3 年生から中学校 3 年生までの全児童･生徒を各学校か

ら科学館までバスで送迎し、館が所有する電子顕微鏡や赤外線カメラなどの高度

な観察器具や豊富な実験器具を用い、指導要綱に沿いながらも学校では体験でき

ないような独創的、発展的でダイナミックな内容の理科授業を実施している 
  ・荒尾総合文化センター 子ども科学館  ・・子ども科学館で月２回の発明クラブ活

動実施 
  ・大村市子ども科学館  ・・ 一般展示物のほとんどは館の職員による手作り工作品

で、すべて体験型で、手で触れ、実験して確認できるシステム 
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1－4 理科実験機器・器具の研究開発 
 

  中学校の理科の実験用機器・器具等は、基本的に学習指導要領に基づく実験項目に従

った内容である。実験に用いる機器・器具においては、古くは電流計・電圧計のように

専門家が実際に現場や製品で用いていたものを易しく取り扱えるあるいは理解を容易

に出来るように改良したものなどが多く用いられてきた。 
  そのような機器や器具を生徒たちが分かりやすく原理や現象を理解しやすいようにす

る研究開発が大学や理科の教員、教材メーカーなどで進められている。 
  こうした研究開発の事例を、東京学芸大学教育学部 鎌田研究室より提供いただいた

資料を基に以下に示す。提供頂いた資料は学会発表論文、研究論文、卒業論文等高度の

内容を含み教材開発とともに実施の効果の統計的分析などを含んでいるが、本調査報告

書では教材の開発の狙いや構成などの紹介に留めることをご理解いただきたい。 
  鎌田研究室では、学生及び大学院生の多くは将来教員を希望し、教員として生徒たち

に易しく理解してもらえる実験用機器・器具への工夫に取り組んでいるというようなモ

チベーションもあり、よく工夫された事例である。 

 
1－4－1 ３Ｄ周期表の開発 
 

  周期表は高校での履修であるが、よく工夫されている事例であるので以下に紹介する。 
（１）概要 
  今回開発した３Ｄ周期表は、厚紙でできた平面の周期表と、元素の性質の大きさを棒

グラフとして表した OHP シートを組み合わせることによって、周期表を立体的に表現

する教材として開発を行った。この３Ｄ周期表は自分自身で組立を行い、表を作ってい

くというものづくりの活動を取り入れているので、考えながら作れ、完成品からは様々

な情報を読み取ることが出来る。開発した３Ｄ周期表の実物を写真１－１に示す。 

 
写真 1－1 ３D 周期表を正面から見た場合 
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  ３Ｄ周期表の完成品は長周期型の周期表になっていて、平面の周期表が印刷されてい

る台紙に、OHP シートでできた棒グラフを挟み込んであり、下台紙とクリップによっ

て、棒グラフが台紙から落ちないように固定している。 
  この３Ｄ周期表の特徴は、３Ｄ周期表を正面から見た場合には表全体を立体的に見る

ことができ、表に示した元素の性質の周期性をパッと見ただけで読み取ることが可能で

ある。また、横から見た場合には、同族の元素についての大きさを比較することができ

る(写真 1－2)。そして、３Ｄ周期表を真上から見た場合には、平面の周期表として見る

ことができる 

 
写真 1－2 ３Ｄ周期表を横から見た場合 

 

 
写真 1－3 ３Ｄ周期表を真上から見た場合 

 
（２）３Ｄ周期表の部品 
  ３Ｄ周期表は、棒グラフを印刷してある OHP シート、３Ｄ周期表専用台紙、白紙の
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厚紙(下台紙)、クリップの各部分から構成されている。各部品の選択の理由、そして部

品の種類と特徴について説明する。 
① OHP シート  
  OHP シートを３Ｄ周期表の部品に選んだ理由は、プリントを施した場合にも裏側が

透けて見えるので、棒グラフを重ねて配置した場合にも前後の大小関係を適切に読み取

ることが出来ると考えたためである。 
  OHP シートの実物を写真１－４に示す。シートには元素の性質である、最外殻電子

数、イオン化エネルギー、電気陰性度、融点、密度、共有結合半径、原子容、安定同位

体数の 8 種類がある。シートには各性質の大きさを棒グラフとして表したものが原子

番号 1~36 番、原子番号 37~71 番、原子番号 72~107 の 3 段にして表して縦に並べてあ

る。そして、各棒グラフの列の左側にはグラフに示した元素の性質の名称と単位が示し

てある。 

 
写真 1－4 ３Ｄ周期表の OHP シート 

 
② ３Ｄ周期表専用台紙 

  専用台紙は、インクジェット用イノアマルチカード A4 サイズを使用している。厚紙

を選んだ理由は、３Ｄ周期表の土台の部分となっているので、棒グラフを支えるための

十分な強度があり、様々なプリントを施すことができると考えたためである。 
  台紙には長周期型の平面の周期表が印刷してあり、マスには各元素のグループや単体

の常温での状態、結合といったものによって色が付けてある。台紙に印刷されている周

期表の種類は、典型元素と遷移元素(写真 1－5)、金属元素と非金属元素(写真 1－6)、結

晶と結合の種類(写真 1－7)、常温での状態(写真 1－8)、最外殻電子数 (写真 1－9)、電

子軌道(写真 1－10)の 6 種類のものがある。 
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写真 1－5 典型非金属元素,典型金属元素,遷移金属元素 

 
写真 1－6 金属元素,非金属元素 

 
写真 1－7 常温での状態
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写真 1－8 結晶と結合の種類 

 

写真 1－9 最外殻電子数 

 
写真 1－10 電子軌道 
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（３）３Ｄ周期表における元素の性質の大きさの表現方法 
   ３D 周期表において、元素の性質の大きさは、棒グラフの高さと棒グラフに付けて

ある色によって表現している。データをグラフとして表現するのに棒グラフを選択し

たのは、具体的な数値を読み取るということを行わなくても、そのだいたいの大きさ

を見るだけで判断することができ、他のものと大きさを比べる場合においても容易に

比較できると考えたためである。  
   また、棒グラフの大きさだけでは表現することが難しい元素の性質の大きさの微妙

な変化も、色の移り変わりによって表現することができ、周期性をより明確に表すこ

とができると考えた。 
   ３Ｄ周期表における｢元素の性質の大きさ｣によって｢棒グラフの高さと色を変える｣

とする表現方法を最外殻電子数のデータ(表 1－1)と、それを基に作製したグラフ(図 1
－1)を例に挙げて具体的に説明する。表 1－1 のように最外殻電子の数は原子番号の増

加に併せて、水素では 1 個、ヘリウムでは 2 個、リチウムでは 1 個というように変化

していく。これを棒グラフで表すと図 1－1 のようになり、水素では棒グラフの高さ

が 1 を、ヘリウムでは高さが 2 を、リチウムでは高さが 1 を示している。また、３Ｄ

周期表の棒グラフの色はカード型周期表の色付けに基づいて表１－２のように設定し

ているため、最外殻電子を 1 つ持つ水素なら棒グラフは青色、ヘリウムは水色、リチ

ウムは青色に塗られている。こうしてすべての元素の最外殻電子の数は棒グラフの高

さと色によって判断することができる。 

 
表 1－1 最外殻電子数のデータ 

 
 

表 1－2 最外殻電子数のカラーパターン 

 

元素記号 H He Li Be B C N O F Ne 

原子番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

最外殻電子数 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 

最外殻電子の数 1 2 3 4 5 6 7 8 

色 青色 水色 緑色 黄緑色 黄色 橙色 桃色 赤色 

実際の色         
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図 1－1 最外殻電子数の棒グラフ 

 
 
 
（４）３Ｄ周期表の実物 
   本研究で開発した３Ｄ周期表の完成品を、元素の性質ごとに示し、その特徴につい

て説明する。 
【最外殻電子数】 

  最外殻電子数の３Ｄ周期表の完成品を写真 1－11 に示す。 
棒グラフの高さと色の変化 
・1 族から 18 族に行くに従って、最外殻電子数が増加している。 
棒グラフと台紙に印刷されている元素のグループの関係 
・典型元素の同族元素では、最外殻電子の数が互いに等しい。 
・遷移金属元素では、最外殻電子数がほとんど変化していない。 
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写真 1－11 最外殻電子数の３Ｄ周期表完全版 

 
【第 1 イオン化エネルギー】 

第１イオン化エネルギーの３Ｄ周期表の完成品を写真 1－12 に示す。 
棒グラフの高さと色の変化 
・イオン化エネルギーの大きさは左下に行くほど小さく、右上に行くほど大きくなって

いる。 
・ 同族方向では原子番号が増加するに従って、イオン化エネルギーの大きさが減少す

る。 
棒グラフと台紙に印刷されている元素のグループの関係 
・ 同周期内の典型元素では、原子番号の増加に伴うイオン化エネルギーの増加を顕著

に見ることができる。また、遷移元素では原子番号が増加してもイオン化エネルギ

ーはほとんど変化していないことを見ることができる。 

・  
【密度】 

 密度の３Ｄ周期表の完成品を写真 1－13 に示す。 
棒グラフの高さと色の変化 
・密度の大きさが表の下に行くほど、または中央に行くほど大きくなる傾向がみられる。 
・同周期の元素において原子番号が増大するに従って、密度の値も次第に増大する。 
・同周期の元素においては、周期の両側の 1 族と 18 族の元素から中央の 8 族、9 族に

向かうに従って、密度の値が次第に増大していく。 
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写真 1－12 イオン化エネルギーの３Ｄ周期表完成品 

 

写真 1－13 密度の３Ｄ周期表完成品 
【融点】、【原子容】、【共有結合半径】、[安定同位体]の３Ｄ周期表も同様の手法にて作成さ

れる。（写真は省略する）
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（５）３Ｄ周期表の作製方法 

 
３Ｄ周期表はハサミとカッターがあれば作製することができ、特殊な工具を必要としない。

３Ｄ周期表の作製手順を『台紙の準備』と『OHP の準備と組み立て』に分けて以下に示

す。 

 
① 台紙の準備 

(ⅰ)カッターを使って台紙２枚と下台紙１枚を切り分ける。印刷されている実線に沿

って切り取りを行う。(下台紙は、３D 周期表作成の最後に、OHP シートが台紙から落

ちないように支えとして使うもの) 

実線に沿って

下台紙 下台紙 

台紙

 
 
(ⅱ)台紙に印刷されている周期表のマスの中央を通っている点線に沿って切り込みを入れ、

OHP シートを挟むための隙間を作る。 

 

マスの中央を通っている点線 台紙完成 点線に沿ってカッターで

切り込みを入れる 
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② OHP シートの準備と組み立て 
作成手順 

 
(ⅰ)ハサミを使って、OHP シートの実線に沿って切り取り、1～36、37～71、72～107

のシートに分ける。 

 
実線 

 

 
(ⅱ)シートの左側の性質の名称と数値の書いてある部分、右側の余白を切り取り、棒

グラフが印刷されている部分だけにする。 

 
 

    (ⅲ)OHP シートに示されている点線に沿って切り取り、棒グラフを各族、各周期

に分ける。 
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（ⅳ）シートに示されている元素と元素の間に切り込みを入れて、いらない部分を切

り取る。まず、シートの上側から棒グラフの先端まで切れ込みをいれる。次いで、

記号の上の白い部分を切り取る。 

 

（ⅴ）台紙にはめ込むために、切り終わった OHP シートを折り曲げる。まず、下に

書いてある数値の部分を手前に折り曲げる。次に、元素記号の部分は棒グラフの

先端から裏側に折り曲げる。 

 

 
（ⅵ）折り曲げ終わった OHP シートを台紙にはめ込んでいく。水素から原子番号順

にはめていき、すべてのパーツをはめ込む。最後に、下台紙を当てて、クリップ

で止めて完成 

 
 
（６）３Ｄ周期表の使用法 

 

  小学校や中学校の理科では、授業の中で使う学習具を学習者自身が組み立てるとい

うものづくりの活動を通して学習を進めることによって、そこから原理や法則等を発
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見したり、疑問を持ったりするという活動がよく行われているが、高等学校の授業の

中ではそのような活動をほとんど目にすることがない。しかし、高等学校理科学習指

導要領解説では「観察、実験や問題解決的な学習、体験的な学習を通して『発見する

喜び』や『創る喜び』を体得しさらにこうした中で科学的なものの見方や考え方など

の科学的な素養を身につけていく」とあるように、学習者自身が自然の事物や現象と

向き合い探究的に学習を進めることによって、そこから原理や法則等を発見したり、

疑問を持ったりするという活動の機会が高等学校においても必要とされていること

がわかる。 
  本研究で開発した３Ｄ周期表は、完成したものを見るというだけでなく、表自体を

組み立てるという活動を行うことによって、1 つ 1 つの元素をじっくり見ることや、

表と元素の関係について目を向けることなど様々な機会を与えることができると考

えている。自ら周期表を組み立てることが出来れば、その表がどのように作られてい

て、元素がどう並んでいるのかなど様々な疑問や関心を持つことができ、作製という

体験を通して、表や元素について興味、関心を高めることができ、学習内容について

も自然に理解を深めることが出来る。 

 
1－4－2 ポンプの働きに注目した心臓模型の開発 

 
   以下の内容は東京学芸大学教育学部 鎌田研究室の大学院生・山岸諒子氏により実

施された研究成果の一部を紹介するものである。 
（１）調査研究の狙い 

現代の小・中学校の理科で「もののメカニズム」について扱っているものは非常に

少ない。また、現在小学校第 6 学年で行われている、「ヒトや動物の体」における「心

臓」の学習では、心臓はポンプのような働きをしていると説明されるが、現代の日常

生活で「ポンプ」のメカニズムを理解できるような機会はほとんどない。そこで「も

ののメカニズム」の一例として「ポンプ」のメカニズムを学習に取り入れることで、

「ヒトや動物の体」における「心臓」の学習をよりわかりやすく、効果的に行うこと

ができると考え、その方法を検討することにした。本研究では、シリコンチューブを

用いて教材を試作し、メカニズムを取り入れた学習の効果、および教材が児童らにど

のように受け入れられるかについて調査した。 

（２）教材の開発 
① ポンプについて 

このポンプは、半透明でかつ操作することに適当な軟らかさである、シリコンチューブ

を材料とした。シリコンチューブは径に様々な種類があり、それらを組み合わせて

作った本教材は、組み立てにはさみや接着剤などは一切使わずに作製することがで

きる。また、安価で手に入りやすい素材であるため、手軽に授業に用いることがで
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きる。内径 3mm×外径 5mm のシリコンチューブの端にシリコーン充てん材をつめ、

固化した後切り込みを入れた「弁」が取り付けられていて、その働きにより、 

  図 1 のように一方向に空気や水を送ることが可能となる。 

 
  写真 1－14 ポンプの模型     図 1－2 ポンプの模式図 

図 1－3  吸い上げポンプのしくみ  押し上げポンプのしくみ 

 
「心臓はポンプのような働きをしている」 

  ⇒ 現代では「ポンプ」が身近になく、そのしくみを知る機会がない。 
⇒ 「ポンプのような働き」としての「心臓の働き」の理解は、学習者にとって実

感を伴わないものである。 
図 1－3 に示すポンプのメカニズムを写真 1－14 に示すシリコンチューブの模型によ

り、図 1－2 に示すポンプに模式図で理解させようと試みた。 
  シリコンチューブは径に様々な種類があり、それを利用して組み立てることができ、 

組み立てに、はさみや接着剤は一切不要で、容易に作製することができる。 
半透明でかつ適当な軟らかさと弾力性をもつため、弁の動きや水の流れを、実際に動

かしながら観察することができ、本教材は手のひらサイズであることから、児童が一

人一つずつ組み立てて、実験することが可能となる。 
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② 心臓模型について 

①で述べたポンプが心臓の心室部分となり、そこに心房、血管を表すチューブをつな

ぎ、写真 1－15 のような「1 心房 1 心室」の魚類の心臓を表現することができる。さら

にもう一組の心房、心室を用いて、写真 1－16 のような「2 心房 2 心室」の哺乳類など

の心臓を表現することができる。 

これらの中に水を入れ、ポンプを手で握ると、水が循環する様子や、弁の開閉する様

子を見ること、また、ポンプを握ることに伴い、血管部分で脈拍を感じられる。  

 

  写真 1－15 1 心房 1 心室モデル     写真 1－16 心臓の絵と心臓模型を組合

わせた様子

心房 

心室 
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写真 1－17：２心房２心室の心臓模型    写真 1－18：模型と絵を組合わせたもの 
  →鳥類・哺乳類の心臓を示す。 

＜心臓模型の特徴＞ 
 中に水を入れ、ポンプを手で握ると、水が循環する様子や、弁の開閉する様子を見

ることができる。 
 ポンプを握ることに伴い、血管部分で脈拍を感じることができる。 
 心臓の絵とこの模型を組み合わせることにより、心臓とポンプの関係をより明確に

することができる。 
（３）実践 

本教材が実際に児童らにとって取り扱いやすいものであるかどうか、そして本教材

を用いた活動が「心臓」の学習につながるかどうかを確かめるため、東京学芸大学附

属世田谷小学校 6 年生を対象に実践を行った。授業の流れは、『ポンプを全員で作る→

それを使って水槽からビーカーに水を移す活動を行い、ポンプの観察をする→１心房

1心室の模型の観察をする→2 心房２心室の心臓の説明を聞く』というものであった。

なお、実践時において「ヒトや動物の体」の単元は未習であった。 

 

授業後のアンケートで「『心臓がポンプの働きをしている』ということがわかりまし

たか？」という質問を行った結果、図２のような結果が得られた。 
よくわかった   ：51％ 
わかった     ：46％ 
少し分からなかった：3％        （全体数：37 人）

心房 

心室 
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また、児童から「ポンプは心臓と関係があることがわかった」「ポンプのしくみがわかって

よかった」という意見が聞かれた。これらのことより、心臓の働きについての理解を深め

るために、「ポンプ」のメカニズムの学習をとりいれることは効果的な方法であるとわかっ

た。また、本教材がポンプのしくみ、および心臓のしくみを理解する上で有効な教材であ

ることが確かめられた。 

 
1－4－3 走光式電流計（PIKOPIKO） 
 

電流は目に見えないため初学者にとって理解しにくい。また、既存の電流計では、電

流の大きさを測ることはできても回路内の現象を表現できない。 
そこで、電流の流れを擬似的に視覚化することで、正しい電気回路概念の習得を助ける

教具を開発した。＞初期型 
生徒にとって混同しやすい電流と電圧の違いを明らかにするため、電流を光点の動く

速さで、電圧を光の色で表現する走光式電流計を開発した。 ＞電圧表現型 
電流を視覚化することによって、電気の流れを表現するモデル（喩えを使った説明）

が使いやすくなった。＞ 走光式電流計とモデ 
現在中村理科より販売中 

（１）電気分野の指導方法 
中学校における電気分野の指導方法は、抵抗を流れる電流の大きさとそれにかかる電

圧との関係を見出す活動や、水流モデルなどのアナロジーを用いた説明が一般的である

が、この種の指導に困難を感じる教師や、電気の学習に困難を感じる児童生徒は少なくな

く、これには以下のような理由が考えられる。 

① 教具（電流計・電圧計）に関するもの 

電気の学習において、現在多くの学校で使用されているメータ型の電流計や電圧計

は、測定された物理量の大きさを針の振れ幅で表示するためのものにすぎず、児童

生徒たちがここで得られた数値を電流や電圧の物理的な概念と直接関連づけること

は容易でない。また、似たような外観の電流計と電圧計でそれぞれの値を測定する

ため、「電流」と「電圧」とを混同する生徒や、レンジの選択に苦労する生徒もしば

しば見受けられる。 

② 教授法（モデル）に関するもの 

電気回路を指導する際に、電気の流れを水の流れに、電圧を水圧や水位差に喩える

説明（水流モデル）がよく用いられ、中学校理科の教科書でも使用されている。 

   水流モデルは、直観的に理解しやすいと思われがちであるが、水流や水圧につい

ての学習が小学校理科の内容から一掃されている現在、必ずしも分かりやすい説明

とは言えない状況にある。また、電流や電圧についての明確なイメージを持たない

まま言葉や図、数値や理論に頼る学習をしていては、電気単元の学習に嫌気をさし
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てしまう児童や生徒が少なくなることは期待できない。 

   このような状況に対し、走光式電流計には、数値を測定するだけのメータ型電流

計とは明らかに異なる学習効果が認められるが、この電流計は、光の流れで「電流」

を表現するものであり、「電圧」の概念形成については、その目指すところに含まれ

ていない。そこで、電流と電圧を同時に表現できる走光式電流計があれば両者の違

いについて明確なイメージ形成の助けになると考え、我々は、「光の色によって電圧

を表現する」という機能を追加した電圧表現型走光式電流計を開発した。本研究で

は、この電圧表現型走光式電流計が小学生（第５学年）や中学生（第 2 学年）の電

圧概念の形成にどのように役立つか、またその際の学習にはどのようなモデルが効

果的であるかを、授業実践と調査に基づき検討することとした。 

 

 （２）電圧表現型走光式電流計(PIKOPIKOⅡ) 

    装置の外観を図 1－6 に、回路に組み込んで使用しているときの様子を図１－７に

示す。本機は一列に並べた 10 個の 2 色 LED 上を光の点が移動することにより、電気

の流れを表現する。光点の移動する向きと速さで電流の向きと大きさを表すことは

従来のものと同じであるが、同時に電圧の大きさに応じて光点の色を変化させる機

能を追加した。               

                

 

図 1－6 電圧表現型走光式電流計の外観 
 

 
図 1－7 回路に組み込まれた電圧表現型走光式電流計 
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電圧表現型電流計のブロックダイアグラムを図 1－8 に示す。LED の点灯制御には、

ワンチップマイクロコンピュータ PIC16F877（以下 PIC）を用いた。電流計を流れる電

流 I が、図３左端の 0.1Ω抵抗を通り、電圧ΔV に変換される。この電圧をオペアンプ

で増幅後、電流の正方向・負方向いずれの向きでも対応できるように、PIC の 3・4 番

ピンのいずれかで読み込み、デジタル変換する。また、電圧 Vd の測定には、PIC の 2

番ピンを用いた。10 個の 2 色 LED 上を光点が移動する方向と速度、色の変化（0～１V

を赤、１～２V を橙、２V 以上を緑）の制御は、C 言語でプログラミングした PIC で行

う。なお、回路の詳細などについては既報を参照されたい。 

 

 

 

図 1－8 走光式電流計のブロックダイアグラム 
 

（３） 電流や電圧の概念獲得に有効なモデル 

一般的に広く使われているものが、水の流れで電流を表現した「水流モデル」であ

る。現在出版されている中学校理科教科書は、5 社すべてが水流モデルを採用してい

る。電気の流れと水の流れは似ている部分が多く、電流と水流、電圧と水圧のように

両者の対応も明確で、使いやすいモデルと思われがちである。しかし、現代の子ども

達の日常生活の中でポンプや水車を見たり触れたりする機会は非常に少ない。さらに、

小学校理科の学習から水の流れに関する物理的な内容が削減され、ほとんどの子ども

は水流自体を理解していないのが現状である。また、学習が進み「電圧」や「抵抗」

をイメージしようとする段階になると、厳密な水流モデルが必ずしもわかりやすくは

なく、学習者に混乱を与える原因にもなり得る。本研究では走光式電流計と高い整合

性を有するモデルであれば、学習者にとって電流や電圧の概念獲得が容易になると考

え、次のようなキャラクターモデル(図 1－9、図 1－10)を考案した。表１－３には、

モデルと実際の電気の流れとの対応を示す。 
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図 1－9 キャラクターモデル（中学校） 
 

  

 

図 1－10 キャラクターモデル（小学校） 
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２つのモデルは基本的に同じで、走光式電流計の光点の色、すなわち乾電池の－極に対

する電位を、キャラクター（電気の粒）の色で表現している。図 4 では、電気はまず乾電

池で食事をし、満腹な状態で＋極側から導線内へと出発する。このときの色は緑色(3V)で、

このモデルでは「元気な電気」と表現する。電気は一定のスピードで進み、豆電球（抵抗）

で仕事をする。仕事を済ませた電気はエネルギーが少なくなり、オレンジ色(1.5V)になる。

その後２つ目の豆電球（抵抗）で再び仕事をし、エネルギーを使い切って赤色(0V)になる。

このモデルでの赤色の電気は、もうこれ以上仕事をすることができない「疲れた電気」と

表現される。疲れた電気は、乾電池の－極側に帰っていく。そして乾電池で食事をし、満

腹な状態で再び導線内へと出発する。 

 

表 1－3 モデルと実際の電気の流れとの対応 
 

電気回路 電圧表現型走光式電流計に適合するモデル 

＋の電荷 キャラクター  

電流 キャラクターの流れ  

電流値 
回路上のある点を一定時間内に通り

過ぎるキャラクターの数  

抵抗 キャラクターの仕事場  

抵抗値 仕事の難しさ  

乾電池 食堂  

乾電池の消耗 食堂の食料の消費  

電位 キャラクターの元気具合  

電圧 キャラクターの元気具合の差 
 

 

 （４）授業実践と調査 

 

①  中学校における授業実践・調査 

調査の目的は、中学校理科の電気単元における従来型の学習と比較して、走光式電

流計とキャラクターモデルを使用した学習が、電圧の物理的な意味について理解しや

すい学習方法と言えるのか、生徒は電気回路の学習に対する積極性を持つことができ

るのかなどを検証することである。 

対象は東京学芸大学属世田谷中学校２年生４クラス 162名を、A,C組の対照群 82名，

B,D 組の実験群 80 名という２つのグループに分割して調査を実施した。授業では、同
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一時期に、対照群，実験群ともに同じ内容を取り扱ったが、異なる指導方法を用いて、

各クラスに１時間を配当した。調査は、授業直後と 1 ヵ月後の 2 回に分けて、選択，

記述式のアンケートを実施した。 

 
 表 1－4 授業実践時の授業の流れ 

 

流れ 対照群 実験群 

導入 電流について 電流について 

発問１ 
『豆電球を通る前と、通った後の電流に、何か違いはあるのだろう

か。』 

実験 PIKOPIKO 使用 PIKOPIKO 使用 

実験結果の確認 
説明 

水流モデルを紹介 
実験結果の確認 

発問２ 
『豆電球で電気が使われているはずなのに、豆電球を通る前後の

電流に変化がない。ではいったい何が変わっているのだろう。』 

実験 実験無し PIKOPIKOⅡ使用 

説明 水流モデル PIKOPIKOⅡに適合するモデル 

調査 第 1 回アンケート 
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  ② 中学校における調査結果 

以下に、アンケートの集計結果をその概要と共に記す。 

 

表 1－5 対照群，実験群における肯定的意見，否定的意見の数(個)と、意見の例 
対照群 実験群 グ ル ー

プ 

記述項目 
肯定的意見 否定的意見 肯定的意見 否定的意見 

PIKOPIKO 

61 

「電池の向きを

かえると光の流

れる向きも変わ

ったので、電流の

流れる向きが逆

になることがわ

かっておもしろ

かった。」「分かり

やすかった。電流

だけでなく電圧

用も作ってほし

い。」 

5 

「手軽だが、そ

こまで信用でき

る実験器具とは

思えない。」「必

要性を感じなか

った。」 

61 

「流れの速さや

色が目で見てわ

かったのでよか

ったです。」「色

によって電圧の

元気さがわかっ

て、とても役に

立った。面白か

った。」「電流計

や電圧計より扱

いが易しく、お

もしろかった。」

3 

「特にあっても

なくても同じよ

う に 感 じ ま し

た。」 

メータ型

電流計・電

圧計 

24 

「電流計や電圧

計によって電気

の強さなど、直列

と並列の特徴が

わかっておもし

ろかった。」 

34 

「つなぎ方がそ

れぞれ違ったの

で、覚えにくく

て難しかった。」

「目盛りの読み

方がわかりにく

かった。」 

23 

「電気の値が示

さ れ る か ら い

い。」「電流・電

圧が数値化され

るので、強弱が

わかりやすいと

思った。」 

26 

「つなぎ方の区

別がちょっとめ

んどうくさかっ

た。」「いろいろ

気づかいをしな

くてはならない

のでつかれた。」

水流モデ

ル 

37 

「絵がわかりや

すかった」「電流

を身近にあるも

のにたとえられ

ていたので、わか

りやすかったで

す。」「とてもわ

かりやすかった。

川の落差が電圧

ということが「そ

ーなんだ！」と理

解できた。」 

29 

「水の流れ＝電

流の流れという

のは分かりやす

かったが、水の

流れる時の落差

＝電圧というの

は、いまいち良

く分からなかっ

た。」「分かりや

すいのは電流だ

けで、電圧のほ

うは非常に分か

りにくい」 

  

キャラク

ター 

モデル 

  59 

「キャラクター

で表した方が、

身近で、もっと

簡単に理解でき

た。」「かわいく

てわかりやすか

った。」 

4 

「あまり意味な

い。」「色がわか

らなかった。」 

 

自由記述された内容を読む限り、電圧表現型走光式電流計については、概ね肯定的な
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意見が多く、生徒の多くが同電流計に興味を持った様子である。メータ型電流計,電圧計

に関しては、つなぎ方や目盛りの読み方が難しいなどの意見が目立ったものの、使い方

を理解した生徒にとっては、具体的な数値を得られることが興味深かったようである。   

この中で有意な差が出たものは、水流モデルと本電流計に適合するキャラクターを用

いたモデルとの比較で、実験群におけるキャラクターモデルの肯定的意見の割合が 90%

と有意に多く、本モデルは生徒たちにとってかなり親しみの持てるモデルであることが

わかった。一方、水流モデルは肯定的意見と否定的意見とがほぼ半分に割れ、「すごくよ

くわかる」と感じる生徒と「すごくわかりにくい」と感じる生徒で両極に分かれるとい

う結果になった。直感的に理解しやすいと言われている水流モデルではあるが、生徒た

ちのこうした現状を踏まえると、広く教科書などで扱われるに適したモデルとは言えな

いのではないだろうか。 

電圧表現型走光式電流計とキャラクターモデルが児童生徒の有する誤概念にどのよう

な影響を与えるかについては明確な結果が得られなかったが、一連の研究を通して、電

圧表現型走光式電流計とキャラクターモデルを組み合わせた授業が、小学生と中学生に

好意的に受け止められ、電圧についての科学的なイメージ付けに有効であることが確認

できた。 

 
1－4－4 その他の開発事例 

 
 （１）地球上からの金星の見え方と金星・太陽・地球の位置関係を同時に表現できるペ

ーパークラフト教材 

 
  金星の見え方と太陽系の構造との関係を生徒が実感を持って考えられるようにする

ために、地球上からの金星の見え方と、太陽・金星・地球の位置関係を同時に表現で

きるペーパークラフト教材を開発した。 
今回開発した教材（写真 1）は、組み立てやすくするために、部品に紙だけでなく、

割びょうと BB 弾を使っている。また、組み立て時間短縮のために、カッティングマシ

ン（グラフィック株式会社製，Craft ROBO ProⅡ）を使って紙部品をカットした。 

実際に生徒各人が手のひらに乗せてさまざまな方向から見ながら操作することで、

地球上から見たときの見え方と、太陽系内の位置関係を確認できる。 
なお、本教材を元に開発した「スペースビュー」が、平成 18 年度用中学校理科教

科書（啓林館）第２分野下巻の綴じ込み付録として採用された。   
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写真 1－20 金星の見え方と金星・太陽・地球の位置関係の教材 
 

（２）空気亜鉛電池を用いたファラデーの法則の確認実験 

 
  高校化学で「ファラデーの法則」を確認する実験では、電流計、直流電源、硫酸銅

水溶液、電子天秤といった多くの器具や試薬が必要となる。 
ここでは、空気亜鉛電池と定電流ダイオードを組み合わせることで、上記の器具・試薬

を一切使用しない、安価で安全な実験方法を開発した。 
（３）気体分子運動の可視化・体験装置 

気体分子運動（ボイルの法則など）の様子を CG で表示するソフトは多いが、観察

者の体感可能量（圧力、体積、温度）と関連付けて説明することは困難であった。 
試作した装置では、学習者が操作した注射器の動きに合わせて、パソコン画面上の

注射器が動き、その内部で空気の粒子が運動している様子や器壁に衝突している様子

が衝突音とともに表示される。したがって、学習者は、注射器の操作によって圧力変

化 
（巨視的物理量）を体感し、同時にその微視的な意味を CG で視覚的に確認できる。 

（４）残像を使った AC 表示器具 
中学校理科で交流と直流の違いを説明する際にはオシロスコープを使用するのが一般的

であるがオシロスコープの画像が何を表しているかを正しく理解することは中学生にと

って容易ではない。ここでは、印加される電圧の大きさにしたがって、点灯する LED
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がひとつずつ増える簡単な回路を利用して手に持って振りながら見ることで交流波形を

観察できる器具を開発した。 
   補足）本装置の改良版が開発済み（改良版は、電池が不要） 
 （５）対流伝熱と熱伝導との違いを視覚化する器具 

現在では強制循環式の風呂釜が一般的であり、また対流型の暖房器具が少なくなっ

てきたため、子どもが自然対流を日常生活の中で意識できる場面はほとんどない。一

方、児童が実験室で行う実験については教える教員に誤解があることも手伝って、明

確な結果が得られにくいと言われている。 
本研究では、感温液晶を用いて温度を視覚化することで、対流伝熱と熱伝導との違

いを児童に見せることのできる器具を開発した。 
 （６）太陽の動きを意識できる日時計 

中学校の理科で登場する透明半球の一部を切り出した構造で、単に影の位置によっ

て時刻を知ることよりも、時間とともに太陽がどのように動くのかを子どもに考えさ

せるためのものである。 
地上から見た天体の動きは特に小学生にとって難しく、この日時計を通して、地上

から見た太陽の動きを宇宙から見た地球の動きと結び付けて考えさせることを目指し

た。 
  ペーパークラフト教材、安価で製作が容易 

2004 年度科学の祭典出展作品 

 この部分に太陽マークと数

字（時刻）の影が映る 

この部分が透明半球に相当 

組み立てにはクリップ

を使うので、一人３，４

分程度  

写真 1－21 太陽の動きを意識できる日時計 
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（７）太陽炉 
凸レンズを用いて太陽光を集めて紙を焦がす実験は、小学校の理科の中でも登場

し、光の進み方を理解させると同時に、太陽光の持っているエネルギーを意識させ

る上でも分かりやすい実験である。 
そこで、45cm×45cm のフレネルレンズを使用して、小さなガラスをとかせる程

度の能力を持つ炉を試作した。 
本装置は、当初、科学の祭典に出展するために開発したものであるが小学校の授

業の中でも実際に使用し、児童には好意的に受け入れられた。 
青少年のための科学の祭典 2006 に出展 

（８）方位磁針 
   磁石の働きを使って方角を知る道具に方位磁針があります。これは、磁石の N 極

が北に、S 極が南に向く性質を利用したものです。特別な形をした磁石がなくても、

少し工夫してやれば、フェライト磁石でも方位磁針ができます。 
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 （９）磁石を使ったバネばかり 

 
    N極同士や S極同士を向き合わせると、ちょうど押し縮められたバネのように、

たがいに退け合う方向に力が働きます。ここでは、その性質を利用してはかりを

作ってみましょう。使う磁石の強さを変えると、測ることのできる重さの範囲が

どのように変わるのかを調べても面白いですよ。 
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1－5 教材提供の現状の紹介 
 
1－5－1 教材選択の考え方 

 
 「日本人が身に付けるべき科学技術の基礎的素養に関する調査研究 21 世紀の科学技術

リテラシー像プロジェクト」1 は、その調査の背景として以下の指摘を行っている。 
社会における科学技術について，人々が共通な基盤で考え，将来の豊かな世界の構築の

ために協働していくためには，科学技術についての知識や物の見方を次世代に継承して，

世代間で共有していく必要がある。 
小学校・中学校・高等学校において，理科，算数・数学，技術を学ぶ目的が問われ始め

ている。児童・生徒は，これらの教科をあまり楽しんではおらず，また，これらの教科と

現実体験との関係も見出せずにいる。我々は，知識が智となっていく過程を重視し，長期

的展望の中で教科を活かしていかなければならない。 
また、三好美覚2 は教育の現場から、現行の学習指導要領（平成１０年告示）の改訂に

おいて「観察実験などの学習にあたっては目的意識をもって」ということが特に強調され

ているにも拘らず、これまでの「伝授型」の観察・実験においては、①生徒が自ら疑問を

追求していない、②生徒が目的意識見通しをもって観察実験をしていない、③生徒が手順

を疑ったり途中で見直したりしていない、④生徒に高次の思考を要求していないなどの問

題点が指摘されていることを述べた上で、生徒が目的意識をもって主体的に探究する問題

解決的な学習指導について研究を行なっている。その中で教材の使い方については以下の

ような提言を行っている。 
（１） 二人一組に道具一つの実験は、互いに学び合うなど学習の効率を高める。 
（２）身近な材料を用いたシンプルな実験装置は自由試行を充実させる。 
（３） 多様な考えが出てくる学びは、関心・意欲を高め、討論を活発にする。 
特に、必修理科においては、法則性を発見し、理解することに重点を置いた指導となっ

ているため、一つの正しい答えがあり、それ以外は間違いとか失敗といった考えを生徒が

持ちやすい。 

                                                  
1 科学技術振興調整費「日本人が身に付けるべき科学技術の基礎的素養に関する調査研究 21 世紀の科学技術リテラ

シー像～豊かに生きるための智～プロジェクト」（研究代表者：北原和夫） 
2  探究の過程を学ぶ理科学習～必修理科と選択理科を通して～；愛媛県八幡浜市保内町共立青石中学校三好美覚（平

成１３年度小中学校教育課程実施状況調査報告書） 
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選択理科の時間は、測定誤差や結果のばらつきなどについても扱い、理科授業で学んだ

内容や考え方が日常生活や社会問題の解決に役立つと実感するようにさせたいとしている。 
昨今社会問題化している瞬間湯沸し器における不完全燃焼問題であるが、燃焼の原理に

ついての授業は小学 6 年生で受けているはずなのに、これが生活の現場で全く機能してい

ないことは明らかである。 
一方、芝原寛泰3 は「中学理科におけるマイクロスケール実験の活用」として小型実験の

利点を以下のように挙げている。 
①従来の実験器具よりスケールを小さくする 
②試薬と経費の節減（省資源，省エネルギー） 
③実験廃棄物の少量化 
④試薬が少量で危険が少なく，事故防止に役立つ 
⑤実験時間の短縮 
⑥１～２人の個人実験が可能で，達成感が得られる 
⑦理科実験室でなく，通常の教室でも実施が可能 
⑧小・中学校では，専門外の教員でも指導・実施が容易 

などであり、さらに生徒たちがもれなく実験に参加意識を持たせる個別の生徒実験として

導入するためには、簡単に，かつ大量に自作できる実験装置であることが望ましいとして

いる。 

 
1－5－2 教材提供の歴史 

 
明治 45 年 小川菊松は「誠文堂」を書籍取次業として創業（当時 26 歳）した。その後、

大正 13 年 「無線と実験」・「子供の科学」創刊したが、「科学教材社」は大正 14 年(1925
年)雑誌“子供の科学”記事中の科学及び模型工作をフォロー する為に㈱誠文堂新光社代

理部として始まり、戦後、まだ、焼け跡闇市の残る時代にあって、ラジオを初めとする工

作部品の通信販売は、特に地方では真空管など部材入手の唯一の手段として、多くの“ラ

ジオ少年”を育てた功績は大きい。 
貯めた小遣いを自分で為替を組むことが出来ず、切手を封筒に入れ科学教材社に注文し

て小包が届くのを一日千秋の思いで待った子供が全国にいたはずである（筆者もその一人）。 
科学教材社はそのホームページで「扱い金額は少ないながらも日本の通信販売の草分け

と自負しています」としている。 
このように、教材という言葉は歴史的には必ずしも学校教育の目的だけでなく、一般に

理科学に関連する工作のための部材としても使われたと思われ、昨今、学研から発売され

ている「大人の科学」はその事例であり、今回の調査対象からはやや外れる感じがしなく

                                                  
3  京都教育大学教授 http://science.icu.ac.jp/MCE/MCEforJrs.pdf 
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はないが、理科離れが学校だけの問題でなく、むしろ社会や家庭と科学技術が乖離したこ

とから生起したとの指摘もあることから若干触れることとする。 

 
インターネットが世界に張り巡らされ、流通業がこれほど発達した現在でも“教材”の

入手となると基本的に状況は余り変わっていないように見える。インターネットで“教材”

をキーワードとして検索して出てくる項目の殆どは語学教材やいわゆる副読本で、本調査

が目的とする実験器具など形のある理科教材は数％程度という感覚である。 
また、東急ハンズや日曜大工センターのような DIY ショップも大都市にはあるが、小都

市ではまず存在しない。北九州にある北九州工業高等専門学校はロボットコンテストで常

に上位を占める優秀校であるが、そのための材料の購入が市内では出来ず、教授が広島な

どへ出張する際に一括購入しているのが現状だという。 
結果として、インターネットで欲しいものを探して通信販売で入手するということにな

る。 
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1－5－3 教材選択の事例 
 
提供されている教材は大別して 3 つある 

＊ 総合的な教材提供 
＊ 特定のテーマについて部品をセットにして提供するもの 
＊ ビデオ映像などソフトを利用したもの（但し副読本などテキスト形式のものは省

く） 
日常生活から遊離した“ものづくり”だけにしか興味のない研究者や技術者が現在の地

球環境問題を引き起こし、情報社会という人間関係の希薄な無機質な社会を形成した。三

好が指摘するように自然や家庭という身の回りを再発見することで、何がヒトの幸せにつ

ながるかの視点をもって実験に参加できるような教材、すなわち“ものづくり＝工業”で

はなく、地球の隣人としての生物全般、市場での流通なども視野に入れた教材選択が必要

であろう。 

 ハード（模型・標本など） ソフト（メディア情報）、映像など 

 
工業 

・ ものづくりキット 
・ 実験キット 
・ 資源問題（鉱物標本、リサイク

ル） 
・ 環境問題（水質検査など環境計

測器具、（生活との係り） 

・ ゲーム感覚で学習 
・ OCTA（物理仮想実験室） 
・ 業界の貸し出し映像 
・ NHK 映像 

 
農林水産業 

･自然観察用具（地域との係り） 
・ バイオテクノロジー（発酵・・

・ 食品加工？ 

・ シムアース（シムアント）のよう

なもの（環境への影響） 
     （地球との係り） 

 
商業 

 

 
－ 

・ 流通のシミュレーション 
・ 一日店主 
     （利益と社会還元） 

 
日本理科教育学会が編集した、理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」

（東洋館出版社）では小学校・中学校学習指導要領を踏まえながら「教材理科」だけでな

く、「選択教科の時間」、「自由研究」、「情報教育」、「環境教育」、「国際理解教育」、さらに

は「総合的な学習の時間」での授業をも視野に入れ、広範な領域にわたって教材選択の考

え方と事例を示している。 
その視点は以下のようなものである 

・ 身近な野外学習のための教材（興味、関心を高める） 
・ 楽しいものづくり教材（手作り） 
・ 総合的な学習のための教材（見る、触れる、感じる環境学習） 
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・ 飼育、栽培のための身近な教材 
・ 身近な素材を活かした教材（簡単に体感する仕組み） 
・ 身近で発展性のある教材（科学的思考の楽しさを知る） 
・ やさしい環境学習のための教材（リサイクル） 
・ コンピュータを活用して教材 
・ インターネットを活用した教材（ゲームによる体感） 
・ 地域の素材を生かした教材（川や大地） 
・ 国際理解のための教材（外国の教科書） 
・ 自由研究のための教材（実験、観察への興味） 
・ 課題研究のための教材（探そう、作ろう、確かめよう） 
・ 選択学習のための教材（調査） 
・ 社会教育施設に見る教材（体験施設の利用） 
・ 危険防止と防災教育のための教材 

 
以下に紹介する教材事例は上記区分のそれぞれについて、その狙いや利用イメージ、教材

の入手方法などをシート化したものである。  
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事例集（身近な野外学習のための教材） 
教材シート 1 

区分 教材： 身近な野外学習のための教材 

名称 「身近な道具を利用して自然を探求しよう」 
―野外学習用パックセットの活用― 

図 

 
 
 

 

目的 1. 身近な自然環境で自ら課題を発見探求していく活動。 
その道具として学習パックを制作。 

2. 野外学習の回を重ねるごとに意欲的かつ創造的な探求活動の展開が可

能。 

方法 1. 野外学習用パックセットの製作 
・身近な道具（約 30 種類）をフィッシングケースに入れセットする。

（例：ピンセット、磁石、ナイフ、顕微鏡、リトマス紙等） 
2. 道具の利用例 

・生物の場合 
葉の組織を見るために葉をナイフ等で薄く切り顕微鏡で観察。 

・地学の場合：  火山灰から造岩鉱物を洗い出し顕微鏡で観察。 

評価 ・ 野外学習を通じて、知識、理解、科学的思考、技能、意欲、表現力等

を醸成するため、自然環境における調査結果を踏まえ、深堀の程度や

道具の利用状況（使い方の工夫を含む）、参画状況あるいは研究発表で

の表現力に至るまで多方面からの観察が可能であり、野外学習の一方

策として評価できる。 

対象 小学生、中学生 

 
出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会

編 
東洋館出版社（五島政一氏著 国立教育政策研究所）pp.18-19 
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教材シート２ 

 
区分 教材： 身近な野外学習のための教材 

名称 宇宙の広さを実感しよう 
―地域利用ビデオ教材「太陽系の果てへの旅」の製作と活用 

図 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
目的 ・天文観測をしたくとも夜空が明く星が見えないため、映像教材を作成し、巨

大空間の距離や位置関係の理解を容易にしたいと考えた。 

方法 1. 材料・準備しておくもの 
・ 球体(太陽系を 10 億分の 1 に縮めたら、太陽（大玉 140.0 ㎝）水星(丸

画鋲 0.5 
cm) 金星(豆電球 1.2cm) 地球(豆電球 1.3cm) 火星(丸画鋲 0.7cm) 木星

(ハンドボール 14.3cm) 土星(幼児用球 12.0cm) 天王星(幼児用球 5.2cm) 
海王星 
(幼稚用球 5.0cm) (冥王星 丸画鋲 0.6cm) 

・ ビデオカメラ（車載用、ﾊﾝﾃﾞｨ）+三脚、・自家用車（サンルーフ付）、学

校周辺の地図、白紙等の文具（路上撮影時使用）、直径と疑似対応(大玉)
からの距離の実測地を示したカード、アニメ付ビデオタイトラー機(あ
れば)、ナレーション台本 

2. 製作方法 
・ 校庭から 6 ㎞の範囲で生徒達がよく利用する直線道路を選び、校庭を基

準点にそこを太陽のある位置とする。そこから 58m,108m,150m と太陽

系惑星の模型を水星、金星、地球と順に置きながら撮影する。 
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・ 撮影は、晴れた日に車のサンルーフにカメラを固定し、撮影した風景に

よって各惑星の模型を置く地点をつないで行くとわかりやすい。 
・ また、 後に全模型を並べ校庭で撮影しておくと大きさの比較が容易。

・ ビデオ編集は校庭から始め徐々に離れて行くように画像をつなぐ。 
・ なお、ナレーションは事前に台本を作成し、準備しておくとよい。 

 
評価 ・太陽系の実際の大きさを想像しながら視聴させるこの映像ソフト以外にも他

の教材（日時計による光の平行等）との組み合わせにより、巨大空間の距離や

位置関係の理 
 解を図ると共に、太陽系の大きさ、宇宙の大きさを感じ取ってほしいもので

ある。 

 
対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（花沢俊一氏著 千葉県千葉市立白井中学校）pp.24-25 

 
 
事例集（楽しいものづくり教材） 
教材シート３ 

区分 教材：楽しいものづくり教材 

名称 美しい不思議な光を体験しよう 
―万華鏡作りで光の学習― 

  

図 
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目的 1. 光は毎日の生活には欠かせない身近なもの。 
2. 反射や屈折の実験を行い規則性を見つけることが主な目的。 
3. 光の反射実験のために鏡を作成し、実験後に万華鏡を作る。 
4. 実験を通じて生徒の興味や関心を高められると良い。 

方法 1. 材料・準備しておくもの 
・ 溶液の調整（塩化スズ溶液、銀液、還元液） 

2. 作成方法 
 （鏡作り） 

・ スライドガラス片面にガムテープでマスキング 
・ スライドガラスを塩化スズ水溶液につける 
・ 蒸留水で洗浄後、トレイに入れ銀液につけて、還元液を加える 
・ 水洗いし銀の上にラッカースプレーを吹付け、ガムテープをはがす 

 （万華鏡作り） 
・ 両面テープで鏡を画用紙に貼り付け、セロハンテープで画用紙をとめ 

三角柱を作る 
・ ＴＰシートで覗き口と仕切りを作り三角柱を貼る 
・ ビーズを仕切りの上に置きスーパー袋で蓋を作りテープでとめる 
・ 筒部分に包装紙や折り紙を貼り付け完成 

評価 ・本実験には化学的要素（鏡作り）と物理的要素（万華鏡）があるが実際の 
 日常生活においてはそれを組み合わせた総合的なものが多い。 
・市販の実験キットも良いが自分達で作った鏡での実験はより興味深く関心を引

くのではないだろうか。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（厚東政人氏著 山口県防府市立桑山中学校）pp.34-35 
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 教材シート４ 

区分 教材： 楽しいものづくり教材 

名称 音の速さを測定しよう 
―身近な自然現象を科学するー 

図 

 
 
 

 
目的 1. 音の現象についてはその性質や振動の仕方、伝わり方を日常生活に関連づけ

て考えるきっかけとして捉え、身近な自然現象に対する興味、関心を高める

きっかけとしたい。 
2. また、音の速さを測定することで、それが光に比べ遅いことを実感させ、

自然の中の現象を数量化する考え方を育てたい。 

 
方法 1. ホースを使った音の速さの測定 

・ 音の速さの実感は、発信者が音を受信したときの時間の差を感じるとき。

・ ここでは、長いホースの両端の口にペットボトルの上部を取り付け、一

方を口に他方を耳に当て音を出し、それを出した本人がその音を聞く方

法を採用。 
・ 自分の声が遅れて聞こえることで時間のずれを体感。ずれた時間とホー

スの長さを測ると音の速さが測定できる。 
2. オシロスコープを使って音の速さの測定 

・ オシロスコープの前に 1m 離したマイクを 2 個置き、2 つのマイクから

の音をオシロスコープに映し出し、そのずれを測定することで音の速さ

を求める。 
・ オシロスコープは音を出している間の瞬間的な画面なので、ビデオに録

画し 
解析するとよい。 

・ また、代わりにコンピュータソフトを使うと様々な処理ができ便利であ

る。 
3. 号砲による音の速さの測定 

（その 1）校庭で 100m 離れたところから号砲を鳴らし、聞こえたときに時間

を止め、音の速さを測定。但しこの方法ではストップウオッチを押
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す際の人の反応時間が加わり、その分を差し引かないとよい結果は

得られない。 
（その 2）屋上から 250m 離れた地点で号砲を鳴らしその様子をビデオに録画。

     撮影を夕方行うと号砲を鳴らすと同時に閃光が録画できる。 
     授業では録画の様子を説明後ビデオを再生し、閃光が見えた時にス

ト     ップウオッチを押し音が聞こえたときに止めて時間

を測定。 
      ストップウオッチがあれば一人で何度も測定可能なためより正確

に音の速さを求めることができる。 

評価 ・音の学習で大切なことは身近な現象を取り上げ数量化することで、自然を調べ、

自然の仕組みに気づくことである。 
・そのためには生徒達が自らの考えをもとに真剣に測定に取り組むことが重要で

ある。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（阿部正二郎氏著 山口大学教育学部付属山口中学校）pp.38-39 
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事例集（総合的な学習のための教材） 
教材シート５ 

区分 教材：総合的な学習のための教材 

名称 「環境家計簿を用いたエネルギー学習」 

図 

 
 
 

目的 1. 石油消費の視点から日常生活におけるエネルギー利用の実態を捉える 
2. 石油を使った多用な活動とエネルギー確保の重要性への気づき 
3. 地球環境との調査、有限な資源の有効利用への認識、自分の生活を振り返

った解決への取り組みに着目 

方法 1. 環境家計簿をつける 
・ 電気、ガスの 1 ｹ月の使用量を石油に換算して家計簿につける 

2. 電気の使い方を見直そう 
・ 消費電力量をもとに石油の消費量を算出する 

3. エネルギー供給について考える 
・ 石油が占める割合を調査しエネルギー利用の課題を探求 

4. 石油の間接消費への気づき 
5. 石油消費量を減らそう 
石油枯渇による社会的影響と消費削減、石油に依存しない社会システム作りの

課題探求 

評価 ・電気、ガス、水道の身近なものから石油消費を考えることはエネルギー 
 問題への関心を高める上で有益。 
・環境負荷が高く二酸化炭素排出量も多い化石燃料の割合が多い理由をコスト

や供給の安定性、安全性と複合的に考えると共に燃料電池等の新エネルギ 
ーの紹介にもつなげると視野が広がる。 

・また、間接的なエネルギー消費からリサイクル等エネルギー全体の節約への

認識を深めるのも興味深いアプローチ。 

対象 小学生、中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（遠崎且典氏著 広島県御調町立今津野小学校）pp.54-55 
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教材シート６ 

区分 教材： 総合的な学習のための教材 

名称 ゾウリムシの体のつくりを調べながら環境を考えてみよう 

図 

 
 
 

 

目的 1. 動物の体のつくりと働きでは、解剖やビデオ視聴による観察が中心だが、こ

こではゾウリムシの培養を通じて体のつくりと環境について考えるきっかけ

に。 
2. 淡水の微小な単細胞生物であるゾウリムシは口から外液ごとエサを取り込む

た 
め外液の影響を直接受けている。これを可視的に実験することにより、実感

を伴った環境問題へ発展させた学習ができるのではないだろうか。 

方法 1. 材料・準備しておくもの 
・ ゾウリムシの株、ろ紙(No.2, Φ12.5cm)、駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄ(5ml)、大形くぼみ

ｽﾗｲﾄﾞｶﾞﾗｽ(厚さ 5mm)、ｽﾗｲﾄﾞｶﾞﾗｽ、ｶﾊﾞｰｶﾞﾗｽ、光学顕微鏡、水性絵の具

2. ソウリムシの培養 
・ 培養液にはエサとしてバクテリアを接種した生レタスジュースを使用。 
・ 室温(25℃)で培養すると、1 日 3 回分裂する。 

3. ゾウリムシ食胞への外液の取り込み 
・ 試験管培養のゾウリムシを駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄで集め、ろ紙をつけた漏斗に流す。

・ すぐあとに蒸留水に 1％程度溶かした絵の具水を 5ml 漏斗に加える。 
・ 数分で絵の具水が漏斗を流れ、ろ紙上のゾウリムシがその水を取り込む。

・ 蒸留水でろ紙上のゾウリムシを流しながら、大形くぼみｽﾗｲﾄﾞｶﾞﾗｽに移し

光学顕微鏡で観察する。 
4. 様々な観察 

・ 高倍率で観察したい場合はｽﾗｲﾄﾞｶﾞﾗｽを用いｶﾊﾞｰｶﾞﾗｽをかける。 
・ 1%に溶かした絵の具水で実験すると 1 個体当たり平均 12 個程度の絵の

具色の食胞が観察できる。（図 1） 
・ 絵の具の濃度を低くすると、ろ過時間が短くなり形成される食胞数は減

少する。(図 2) 
5. ゾウリムシの体のつくり 
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・ ゾウリムシは口を開けた状態で泳いでおり口に入り込んだ外液を食胞の

形で取り込む。通常は外液にエサや栄養物が含まれているため食胞内に

消化酵素が出され細胞は吸収し、不栄養物は 45 分～60 分で細胞肛門か

ら排出。 

評価 ・哺乳類を学習した後に発展学習としてゾウリムシを取り上げ、繊毛のつくりと

働き 
収縮胞、食胞の存在に気づかせ、実験を行うとよい。更に住む環境によってゾ

ウリムシがどうなるのか身近な環境問題へと発展させることも可能である。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（佐藤恵子氏著 徳島県北島町立北島中学校）pp.56-57 
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事例集（身近な素材を活かした教材） 
教材シート７ 

区分 教材：身近な素材を活かした教材 

名称 野外を活用した物理学習 ―簡単に真空を作る方法― 

図 

 
 
 
 
 

 

目的 1. 物理分野における圧力について身の回りにあるものを利用して学ぶ。 
・ ペットボトルや水筒などで簡単に真空を作る方法を 

紹介。 

方法 1. フラスコとホースを使う方法 
・ フラスコと網線入り 10ｍホース（先端を少し曲げて縛っておく）を用意

し、鈴を糸で底にぶらさげ音が真空中伝わらないことを示す実験が手軽

で良い。 
・ フラスコとホース双方に水を満たし、つないだら、建物の 3 階（10ｍ）

以上の窓から投げ下ろす。 
・ 水は自然に落ちフラスコの中は真空状態となる。 

2. ペットボトル（水筒）と水槽（またはバケツ）を使う方法 
・ 山でペットボトルや水筒の栓をしっかり閉めて持ち帰る。 
・ 教室で水槽（またはバケツ）にボトルを逆さに入れ栓を開封。 
・ 中に入った水を測り（重量でも体積でも可）、次にボトルを水で満たしそ

の体積を測る。 
その値の比が、ボトル内の気圧と教室内の気圧（通常は 1 気圧）となる。 

評価 ・自然の中に教材があふれている生物、地学や環境問題に関連して野外活動が 
多くなってきた化学の分野と比較して、物理では屋外実験はほとんどなく、こ

れが物理離れのひとつの要因とも考えられる。 
・その点、今回の実験は野外と教室内を上手く組み合わせたものであり、手軽で

楽しくできる。 
・また、簡単な真空ポンプでさえ費用がかさむ中で安価にできるのも魅力的
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である。 

対象 小学生、中学生、高校生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（石田博幸氏著 愛知教育大学）pp.82-83 

 
教材シート８ 

区分 教材：身近な素材を活かした教材 

名称 ホーバークラフトをつくって遊ぼう 
―運動の規則性を探ろうー 

図 

 
 
 
 

目的 1. 運動の規則性の学習 
・ 多くの生徒にとって一般的な力学台車を使った実験は力と運動の関係を 

見抜く上で難しい 
・ アリストテレス的自然観も根強い 

（静止＝力が動いていない、運動＝力が動いているという直感的考え） 
2. 力学台車の代わりにホーバークラフトを製作 

・ 運動に関するほとんどの実験が可能 
・ 運動の規則性が自分の五感で体験できる 

方法 1. 材料と準備しておくもの 
・ 電気掃除機 2 台、ﾀｲﾔﾁｭｰﾌﾞ 4 本、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ収納箱、角材、ﾍﾞﾆｱ板 4 枚、ﾓｰ

ﾀｰ固定用板 4 枚、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾌｨﾙﾑｹｰｽ、ﾃｰﾌﾟ類、くぎ、木ねじ等 
2. 製作方法 

(1) スカート部作成 
・ ﾍﾞﾆｱ板をﾀｲｱﾁｭｰﾌﾞに合わせ切る、中央に穴を開けｼﾞｮｲﾝﾄとなる底を切り取

ったﾌｨﾙﾑｹｰｽをﾎﾞﾝﾄﾞで接着 
   (2) シャーシ作成 
  ・ 4 つのｽｶｰﾄ部に均等に重量がかかるよう工夫 
  (3) 送風部（空気溜め）作成 
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  ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ収納箱に掃除機ﾓｰﾀｰ固定、蓋部分をﾃｰﾌﾟでしっかり止める 
  (4) 組み立て 
  ・ ｽｶｰﾄ部とｼｬｰｼｰ接着、送付部をｼｬｰｼに固定、人が乗れるﾊﾞﾗﾝｽ良い位置 
    になるよう工夫し、椅子を取り付ける 

評価 ・装置に乗って様々な実験を体感することは「物体に力が働くあるいは働かない

運動」「慣性」「作用、反作用」等、物理法則を楽しみながら理解する学習とし

て有益であり、動力学的な力の概念の形成に資する。 
・また、生徒が製作することにより発想を活かした質の高い装置を作る科学的な

思考、技能、表現の育成にも大いに役立つ。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（大洲隆一郎氏著 福岡教育大学付属福岡中学校）pp.84-85 
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教材シート９ 

区分 教材： 身近な素材を生かした教材 

名称 化学変化と物質の質量の理解を深める実験 
―入浴剤や入れ歯洗浄剤の活用― 

図 

 
 

 

目的 1. 化学変化は反応前と反応後では全く異なる物質が生成される変化であり、化

合や分解が起きた場合には明確に感じられるが、気体の発生や化合等で体積

が変化し、質量は変化しないということが生徒には予想しにくい。 
そのため、ここでは様々な化学変化から質量は変化しないこと実験を通じて

理解させたい。 

方法 1. 材料・準備しておくもの 
・ 塩酸と炭酸水素ナトリウム、1m の物差しを利用した天秤 
・ 入れ歯洗浄剤、二又試験管と風船、電子天秤 
・ 入浴剤、二又試験管と風船、電子天秤 
・ 塩化アンモニウムと水酸化ナトリウムの錠剤、二又試験管と風船、電子

天秤 
2. 大きな天秤を使った演示実験 

・ 天秤の一方にはペットボトルに炭酸水素ナトリウム、試験管に入った塩

酸をセットし、他方にはこれにつり合うおもりを乗せる。 
① 開放系の実験 

ふたを開けボトルを傾けると泡を発生しながら音を立てて反応がはじ

まり、気体が発生していることがわかる。 
天秤はペットボトルの方が上がり質量の変化も感じられる。 
結果、気体が抜けて軽くなることが生徒にも導き出せる。 

② 閉鎖系の実験 
続いて同じ組み合わせでペットボトルにふたをした実験を行う。 
天秤に変化はなく、ペットボトルに触れるとパンパンに固くなってお

り、気体を発生する化学変化をしたことがわかる。 
開放系の実験と比べると反応前と後では、発生した気体を閉じこめたか
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ら質量が変化しなかったことがわかり、残った溶液の一部を調べると塩

化ナトリウムの特徴を示す。 
3. 入れ歯洗浄剤を使った実験 

・ 入れ歯洗浄剤を二又試験管に入れ風船でふたをして反応前の質量を計

る。 
・ その後、水を少しずつ加え様子を見る。反応もあまり激しくなく、徐々

に泡が上がっていく。 
・ ふたの代わりにつけた風船もあまりふくらまず、質量はほとんど変化な

し。 
4. 入浴剤を使った実験 

・ 入浴剤も入れ歯洗浄剤と同様の方法で行う。 
・ こちらは激しい反応で、風船もふくらみ、質量は空気による浮力を受け

てやや軽くなる。 
・ 尚、この場で空気による浮力について話しておくと、次のアンモニア発

生による実験での考察がスムーズに行われる。 
5. アンモニアの発生による実験 

・ 二又試験管を使って反応前、反応中、反応後の 3 つの測定を行う。 
・ ここでは風船がアンモニアによってふくらみ、測定値はやや軽くなる。

・ 全体をよく振り、発生したアンモニアを水に溶かすと、溶けたことによ

り風船はしぼむ。 
それに伴い、測定値は増え、反応前とほぼ同じ質量になり、反応前と後

では質量は変化しないという結果を導き出す。 

評価 ・質量保存の法則については、二又試験管に風船をつけるのが一般的だが、どの

実験も一長一短のため、生徒の理解を深めるためには、 初に問題点を明確に

するための演示実験を行うなど、授業の組み立て方が重要である。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（額賀敏行氏著 千葉県袖ヶ浦市立平川中学校）pp.80-81 
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事例集（身近で発展性のある教材） 

教材シート 10 

区分 教材： 身近で発展性のある教材 

名称 ―科学的思考をすることの楽しさを味わうー 

図 

 
 
 
 
 

 

目的 ・水溶液の性質や変化についてこれまで学んできたことを思い起こしながら順序 
立てて科学的な思考を駆使し、問題解決及びそれに至るプロセスを体験すること

をねらいとする。 

方法 1. 材料・準備しておくもの 
・ 試験管、試験管立て、5％希塩酸、石灰水、5％炭酸水素ナトリウムｽ溶液、

5％食塩水を入れた試薬ビン、A,B,C,D と書いたラベル 
2. 手順 

① ワークシート（または板書）で生徒に課題を与える。（課題例参照） 
② ワークシートの(1) (2)を進める。 
③ 実験計画が決まったらカクペアーで(3)に進み実験を開始する。 
④ ワークシートの(4) (5)を進める。 

3. 問題解決への手順（例） 
・ A,B,C,D の各水溶液を取った 4 本の試験管 1-4 から図 1 のように A とＢを

小分けし、2 種類の水溶液を混ぜ合わせる。 
・ 全部で 6 種類の混ぜ方があり内 2 本の試験管に変化（気泡が生じる反応と

白濁が生じる反応）が観察できる。 
・ その他の 4 本の試験管には見かけ上変化は見られない。 
・ この結果をもとに既有の知識を想起し科学的思考を重ねていくと、気泡と

白沈を生じる反応には共通の炭酸水素ナトリウム水溶液が含まること、ま

た気泡が出た相手の水溶液は塩酸、白沈が生じた相手の水溶液は石灰水で

あると推定、判断できる。 
・ 尚、変化が認められなかった水溶液は食塩水となる。 
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・ こうして 4 つの試薬ビンの中身を見分けることができる。 
・ 図 1 は A 塩酸、B 石灰水、C 食塩水、D 炭酸水素ナトリウム水溶液とした

場合の結果である。 
4. 使用する試験管の数 

・ 小使用数は全部で 7 本ですむ。 
5. 炭酸水素ナトリウムについて 

・ 通常、この物質は石灰水や塩酸との水溶液中の反応では扱われないが、そ

れ 
が熱分解して二酸化炭素が発生することを学習していれば二酸化炭素との

関連を連想できる。また学んでいない場合でも物質名に目を向け二酸化炭

素の発生を連想できるのではないだろうか。 
・ また、炭酸水素ナトリウムには炭酸という言葉が含まれており炭酸飲料や

炭酸ガス、二酸化炭素が連想できる。ぜひ家庭にもよくある、ふくらし粉、

ベーキングパウダーや重曹とも関連づけるとよい。 

評価 ・本教材は単元のまとめでも導入場面でも実施可能であり、まとめであれば既存の

学習に加え想像力や感性、感覚を十分使った科学的思考へとつながる。 
・一方、導入の場面であれば科学手法や方法の説明と実践に利用できる。その際、

まず「混ぜ合わせる」ところまで導き、次に混ぜ合わせた時の変化の有無を観察

する。各物質の性質を調べることで、気泡及び白沈現象を順序だてて推理し、科

学的見方や考え方を醸成することへとつなげるとよい。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（久田隆基氏著 静岡大学教育学部）pp.104-105 
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教材シート１１ 

  
区分 教材： 身近で発展性のある教材 

名称 物体に働く力と運動 
―3 つの日常的な概念の適用範囲を広げるー  

図 

 
 
 
 

 

目的 1. 力と運動の学習では斜面上の台車は斜面の角度が大きいほど速さの変わり方

が大きいことを定性的に見出させるため、下記実験を用いる。 
・ 台車の働く力と斜面の傾きの関係は A-B（図 1 参照） 

2. 一方、問題解決的な学習展開では台車の重さに関する課題が多く、台車の動く

力は A-C となる。 
3. ただ、A と B の実験結果からは A と C の速さの変化が等しいことを説明でき

ないため、生徒を混乱させることになる。 
4. 本教材では重い物体は動きにくいという日常概念を台車A－Cの落下運動にも

適用することがねらいである。 

方法 1. 本教材は落下実験器（図 2）を使い重い物体は動きにくいという日常的な概念

    を落下運動にも適応できるようにする。 
2.  この装置はアトウッドの落下実験器の原理をもとにしている。 
3. 方法 

・ 糸の両端に錘を吊るし重さの差（錘 C の重さ）によってゆっくりとした等

加速度運動をおこさせることで落下運動を観察しやすくすることができ

る。 
・ 落下実験器を用いることで物体の質量と働く力を分けてイメージできる

ようにする。 
4.  実験装置の製作 

(1) 材料：定滑車(2)、釣り用錘 20 号(6)1 号～4 号（必要数）よりもどし(4)、
クリップ、水糸、鉄製スタンド 
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(2) 釣り用錘は重さにばらつきがあるので同じ重さの物を組み合わせて使う。

5.  製作方法 
(1) 図 3 のように釣り用錘にクリップを通し両端を折り曲げる。 
・ 糸のねじれを防ぐためクリップと糸はよりもどしを介して接続する。 
(2) 錘 A、B にはボール等のイラストを貼り、働く力を表す錘 C は引く力↓等

を記入したラベルを貼り、目安となる数値や単位も記入する、 
6.  学習課題 

 (1) 台車に働く力が大きくなるのに物体の速さの変化が変わらないのはなぜ

か。 （図 4） 
・ ばねはかりで台車に働く力を測定する。 
・ 実験結果からどちらの台車も速さの変化が同じであることを調べる。 

７. 各種実験 
(1)実験１ 
・ 台車 A、B の速さの変化を同じにするためにはどのような大きさの力が必

要か。（図 5） 
・ 図 5 のように重い台車の方が大きな力が必要であり、重い物体は動きにく

いことを確認する。尚、力の大きさは感覚的に捉え数値的には扱わない。

(1) 実験２ 
・ 錘 A、B の速さの変化を同じにするにはそれぞれにどのような大きさの力

が必要か。（図 6 実験 2、実験 3） 
・ 図 6 実験 2 のように錘 A、B にそれぞれ錘Ｃを１個ずつ下げ、手を離した

後の運動の様子を予想させ発表及び話し合いを行う。 
・ 生徒は実験 1 の結果は正しく説明できる。   
・ 一方、実験 2 は慣性質量の概念を持っていないため錘 A、B の速さを錘 C

の重さ（錘 A、B に働く力）から考えることになり、錘 A、B は同じ速さ

で落下すると考える生徒が多い。 
・ したがって実験2の結果から物体に働く力以外にも落下運動の速さを決め

る条件があることに気づく。 
(2) 実験３ 
・ 実験1の重い物体は動きにくいという概念を実験２の結果に当てはめるよ

う助言し、実験 3 の結果を予想させる。 
それにより錘 B に錘 C を 2 個下げると物体 A、B の速さの変化が同じに

なることを見出せる。 

評価 ・図 1A―B、A－C の運動について台車の質量と働く力の両方を考慮して説明させ

るので重い物体は動きにくいという概念を用いて台車 A と C の速さの変わり方
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の違いを説明できるようになる。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（金井英男氏著 群馬県前橋市教育委員会）pp.106-107 
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教材シート１２ 

区分 教材： 身近で発展性のある教材 

名称 ―「君ならどうする？」サバｲバルものづくりー 

図 

 
 
 

 
目的 1. 身近な素材を使って実用的なエネルギー変換装置を工夫して製作する。 

・ その際、特定の場所設定をし既有の化学知識を活かしその場面を克服す

る課題を与え、熱エネルギー、電気エネルギー変換装置（化学電池、携

帯用カイロ）の製作を行う。 
2. 情報収集や製作を通じて化学反応に伴うエネルギーに関する理解を深める。

方法 1 ものづくり活動計画 
・ 製作物を班で話し合い決定 
・ 化学エネルギー変装置製作のための情報収集と素材の準備 
・ 自作化学エネルギー変換装置の製作 
・ 実験で性能を確認し、より実用的な変換装置になるよう工夫 
・ 実演発表会で自作装置の仕組みや実用性をアピール 
・ 活動で学んだことや感想を述べる 

2 材料・準備しておくもの 
① 製作に必要な素材や容器等 
・ 化学電池(水、食塩、活性炭、備長炭、ｱﾙﾐﾎｲﾙ、ｷｯﾁﾝﾀｵﾙ、紙ｺｯﾌﾟ) 
・ 化学カイロ(鉄粉 300 ﾒｯｼｭ、水、炭素粉末、食塩、ﾃｨｰﾊﾟｯｸ、ﾎﾟﾘ袋) 
② 実用性を確認するための実験器具 
・ 化学電池(電圧計、電子ﾒﾛﾃﾞｨｰ、携帯用ﾗｼﾞｵ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾓｰﾀｰ、導線、その他)
・ 化学カイロ(温度計、時計、電子天秤、薬さじ、薬包紙、ｽﾎﾟｲﾄ、その他)

3 自作装置の実用性を確認する実験方法 
① 化学電池 
・ 生じ電圧の大きさ、電子ﾒﾛﾃﾞｨｰ、ﾗｼﾞｵ音の大きさ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾓｰﾀｰの回転力、

等 
② 化学カイロ 
・ 発生した熱の温度変化と時間の関係、 高温度、 高温度と持続時間、

等 
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4 ものづくり場面の状況設定（例） 
・ 「あなたは同じ班の友達数名とキャンプ中、思わぬ悪天候が続き孤立し

てしまった。とりあえず生活に必要なもの（物資）はあるが、いつまで

この状態が続くかわからない。困ったことに、携帯用ラジオが電池切れ

で天気予報等の情報を聞くことができない。夜になり、結構冷えてきた

が、調理用燃料をむやみに使って暖を取るわけにもいかない。この危機

を乗り越えるために普段使用している身近なものを使って実用的な自作

の化学エネルギー変換装置として化学電池や携帯カイロを作ろう。」 
5 インターネットや文献による情報収集 

・ 電池やカイロの仕組み、手作り化学電池や携帯用カイロの製作例を調べ、

家庭にある身近な素材を使ってエネルギー変換装置として何を作るか班

で決める。 
6 自作エネルギー変換装置のアピール 

・ 装置のネーミング例と使用素材の紹介 
・ 化学電池「みんなびっくり驚異の活性炭電池パワー」 

素材：活性炭、飽和食塩水に浸したｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｱﾙﾐﾎｲﾙ、穴あきﾋﾞﾆｰﾙ

袋ピンチを救え！備長炭電池」 
     素材：備長炭、飽和食塩水に浸したｷｯﾁﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｱﾙﾐﾎｲﾙ 
    「キッチンに SOS 電池～洗剤の秘めた力～」 
     素材：ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ、飽和食塩水、ｽﾃﾝﾚｽたわし、ｱﾙﾐﾎｲﾙ 

・ 化学カイロ 
「いつでも作れるどこでもカイロ」 
 素材：木炭粉、活性炭、食塩水、ｱﾙﾐﾆｳﾑ粉、鉄粉 
「あら？便利！こんな素材で携帯カイロ」 

 素材：ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ、食塩水、鉄粉 

評価 ・場面設定を行うことにより課題に対する興味・関心が大いに増し、その 結果自

 作エネルギー変化装置作りに工夫を凝らすようになる。 
・更にはその実用性を高める実験や自作品アピールのための発表を通じ化学反応

の利用をエネルギーの側面から日常生活と関連づけて捉えることができるよう

になる楽しい教材である。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（山本浩三氏著 福岡九州市立教育センター）pp.108-109 
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事例集（：やさしい環境教育のための教材） 

教材シート１３ 

 
区分 教材：やさしい環境教育のための教材 

名称 食品用トレイのリサイクル実験 1・2・3 
―食品用トレイから押し花・油・接着剤を作ろうー 

図 

 
 

目的 ・スーパーマーケットの食品トレイ回収コーナーで見かけるトレイがプレスチッ

クの原料等にリサイクルできることを実験を通じて学習する。 

方法 1. 食品用トレイで押し花づくり(ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝの熱可逆性の性質を利用) 
(1) 準備：ﾄﾚｲ、ｱｲﾛﾝ、ｱﾙﾐ箔、はさみ、押花用植物、ｱｲﾛﾝ台、本(辞書等) 
(2) 方法： 

・ｱｲﾛﾝ台にﾉｰﾄ大のｱﾙﾐ箔を敷く、ｱｲﾛﾝを高温に熱する、ﾄﾚｲを名刺ｻｲｽﾞに切

る、ﾄﾚｲに植物をのせる、はがき大のｱﾙﾐ箔でﾄﾚｲを覆う、ｱｲﾛﾝでﾄﾚｲを押

さえる(約 20 秒)、ｱｲﾛﾝを外し、本で押さえる、ｱﾙﾐをはがす 
2. 食品用トレイから油をつくる（熱分解の性質を利用） 

(1) 準備：ﾄﾚｲ 2 枚、ｺﾞﾑ栓、ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ枝付ﾌﾗｽｺ(500ml)、石綿付金網、 
ｺﾞﾑ管、ｽﾀﾝﾄﾞ、ｶﾞﾗｽ管、試験管、ﾋﾞｰｶｰ、三脚、温度計(水銀)、蒸

発皿、駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄ、ﾏｯﾁ 
(2) 方法： 

・ﾌﾗｽｺに小さくちぎったﾄﾚｲを入れ、図 2 の装置を組み立てる。 
・250-280℃に保ちながらｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰでﾌﾗｽｺを加熱、ﾌﾗｽｺ内で液化したﾌﾟﾗｽﾁ

ｯｸが少し残っている時に加熱を止める。 
・試験管の黄色液体(油)を駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄで蒸発皿に少量採取、火を点ける 

3. 食品用トレイから接着剤をつくる（上記でできた油に操作を加える） 
(1) 準備：ﾄﾚｲからつくった油、過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ、ｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟ、試験管、 

試験管はさみ、ｶﾞﾗｽ棒 
(2) 方法： 

・ﾄﾚｲからつくった油 1 ㎤に過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙを 0.2g 加える。 
・その液を試験管に入れｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟで熱し、沸騰後火から遠ざける。 
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（1－2 分で液は樹脂化し、固まる） 
・樹脂化した物質を再加熱し融解させる。 
・それをｶﾞﾗｽ棒の先につけ、接着剤として使用してみる。 

評価 ・牛乳パックの再生紙化同様、食品トレイもプラスチック原料になるという実験

を通じ身近なもののリサイクルを考える視点を育み有益である。 

対 象

層 
中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（山本健志氏著 福岡県稲葉町立稲葉東中学校）pp.118-119 

 
 
事例集（インターネットを活用した教材） 
教材シート１４ 

 
区分 教材： インターネットを活用した教材 

名称 ゲームで体感できる力学教材 

図 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

目的 ・力学における生徒の学習困難を解決する一方策として相互作用的なコンピュー

タゲームにより生徒がもつ誤概念を修正し、生徒が実世界における物理を理解

することを容易にさせる。 

方法 1 使用する教材について 
・ インターネット上にはいくつもの理科教材関連の web サイトがあるの

で、それをどのように活用し指導するかが重要である。 
2 教材の設計原理 

・ とりわけ重要なことは教材作成者がどのような教材設計の理念をもって

いるか、どのような学習理論を想定し、また生徒の誤概念を分析してい

るかということである。 



 69

・ 中学校において力学は運動とエネルギー単元の中で力学の基本的な性質

(つり合い、合成、分解)を学習後では、力と速さの変わり方の関係を定

性的に見出せるまでになるが、抽象的な表現を数式補うことができない

ため大変理解させにくい分野である。 
・ 更に目に見えない摩擦力や抵抗力、重力等が複雑に働く世界で生活して

いる生徒にとってニュートン力学は、直感的に理解しにくい法則といえ

る。 
・ 例えば、ニュートン第１法則では生徒は一定の運動は摩擦のない状況に

おいても一定の力を含んでいるという考えを誤って発展させる。 
・ また、第２法則については物体の運動状態がどうであろうと物体は力を

加えた方向へ動くと期待している。 
・ このような誤概念は生徒がニュートンの法則を体感できるような状況

（例、氷の上を移動する）をあまり経験していないためである。 
3 教材の選定 

・ 設計原理と誤概念を克服することを目的としてゲーム教材の導入は生徒

にとって堅苦しく捉われがちな時間の中で生徒が日常的な世界との対比

をしやすい環境を得られると予想される。 
4 学習用教材例 

・ 垂直方向に重力のある世界で重力が生徒に選択でき、ゲーム課題を解決

している間に正しい力学の概念が形成できる教材を紹介する。 
以下のホームページからダウンロードできる。 

・ http://www.fukuoka-edu.ac.jp/~miyawaki/miyawaki.html 
・ 本教材は落下運動を体験するものである。重力のみの働く環境をﾏｲｸﾛﾜｰ

ﾙﾄﾞに設定しているのでゲームの舞台を月や地球にするなどその環境を

自由に設定できる。   

 

評価 ・生徒に目的意識を持たせるためにゴールを設置しゲームに挑戦的な要素を加え

ると生徒は夢中になり自然に力(加える力と重力)と運動の関係を考えるように

なる。 

 
・これはまた生徒が自らの知識の改良すべき点に集中させるきっかけにもなる。

 
対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（宮脇亮介氏著 福岡教育大学）pp.136-137 
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事例集（地域の素材を生かした教材） 

教材シート１５ 

区分 教材：地域の素材を生かした教材 

名称 大地の成り立ちを推測する地域素材 

図 

 
 
 
 

 
目的 ・地層の露頭観察が困難な都市部の学校においても「大地の成り立ち」を 

推測し、効果的な学習ができる方法を紹介。 

方法 1. 地層のはぎ取り方法 
(1) はぎ取りたい部分を平らにする。 
(2) 考古学で使用する強力接着剤ﾄﾏｯｸ NR10 を刷毛で塗り、寒冷紗または白布

を貼り付け、再度接着剤を塗る。 
(3) 数時間後、はがし、水洗いし、ラッカーをスプレーする。 

2. はぎ取った地層の観察活動 
・ 地層構成物の粒の大きさ、色、感触、模様を肉眼及びループで観察、記

録し、堆積物がどこから供給されたか当時の環境を推測する。 
3. 大地の成り立ちの推測活動 

(1) 火山活動や地震等の地殻変動による大地の変化を地質図等で提示。 
自分達が住んでいる地域がどのようにしてできたかと推測、図表化。 

評価 ・ 観察記録や推測図をつけることにより、地層のでき方、堆積した場所や環境等、

地層の広がりに関心を持ち、科学的な思考をもって調べようとする。 
・ このように生徒自身が課題を見出し解決して行く問題解決能力を養う上で地

域に根ざした野外観察はとても役立つ。 
・ また、本章で紹介の方法あれば学区内に露頭がない場合でも野外観察的な要素

が享受でき、大変興味深い。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（上井靖氏著 愛知県名古屋市立城山中学校）pp.146-147 
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事例集（自由研究のための教材） 

教材シート１６ 

区分 教材： 自由研究のための教材 

名称 アフリカツメガエルの飼育法と実験・観察法 

図 

 
 
 

 
目的 ・水田や沼地の減少によりカエルの生息が難しくなってきた折アフリカツメカエル

は近年多くの学校で飼育されるようになった。 
・一匹あたりの単価は高価だが飼育が簡単で繁殖も手軽にできる。 

方法 1 飼育法 
① 容器 

・ 市販の 60cm 水槽を用いる。（塩ビの衣装ケースでも十分） 
・ 水槽内には水以外に何も入れる必要はない。水は深さ 5cm 程度。 

② 水換え 
・ 成体ではカルキ抜きをする必要はないので直接水道水を使う。 
・ 但し、幼生の場合は一晩くみ置きをするなどのカルキ抜きが必要。 

③ 餌 
・ 牛や豚のレバーを細かくしたもの、ほうれん草をゆで細かくしたも

の、養殖業者から購入した粒状の配合飼料等。 
・ 尚、幼生にはこれを乳鉢ですりつぶしたものを少量与え、ない時は 

粒状の金魚の餌を代用。 
2 受精卵の観察 

① 準備 
観察用：アフリカツメガエルの受精卵、時計皿、スポイト、双眼実体顕微

鏡産卵： 成熟したアフリカツメガエルのオス、メス３つがい(予備２つが

い)水切りかご、おもり、乾いたタオル、注射器、生殖腺刺激ﾎﾙﾓﾝ剤 
② 方法と順序 

・ 採卵希望日２～３日前から水槽の水温を 20~23℃に保つ。」 
・ 採卵希望日前日の夕刻に生殖腺刺激ホルモン(化学薬品を扱っている

教材販売会社で入手可)1000 単位を 1ml の生理食塩水に溶かしオス
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に 100～300 単位、メスに 300～500 単位を注射する。それ以上は危

険。 
・ 注射は注射液漏れ防止に大腿部の筋肉を通して背中に向け刺し、尻上

部の皮下(背部リンパ)に注射液を注入。この際カエルを乾いたタオル

で包んで注射を行うとよい。 
・ カエルは注射後、水を張った家庭用水切りかごにオスとメスを一緒に

入れ、ふたをしておもりを乗せる。尚、水切りかごを使うのは内側の

かごの下に卵が落ちるようにするためである。 
注射をしてもほとんど排卵をしない場合もあるため発生の観察を目

的とした授業では３つがいに注射を行っておくほうが確実である。 
・ 翌朝、抱接と産卵は長時間続くので観察する。 
・ 卵の採取には 10ml の駒込ピペットを使うと便利。 
・ 採取した卵は時計皿またはペトリ皿に移し双眼実体顕微鏡で観察す

る。受精卵か否かは黒い動物極が上になっているかで見分ける。 
3 ふ化 

・ 受精卵は 23℃付近の条件下で受精後 1時間 20分ほどで２細胞期とな

り、その後、20～30 分ごとに卵割し、3 時間後には桑実胚、6～7 時

間後に は胞胚となり､2 日後には尾芽期を経てふ化する。 
4 幼生の血流観察 

① 幼生の心臓付近を観察することで心臓の動き、赤血球、血液の一定方向へ

の流れを観察できる。 
② 準備 

・ アフリカツメガエルの幼生(体長 1cm 程度のもの)、時計皿またはスラ

イドガラス、駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄ、顕微鏡 
  ③ 方法と順序 

・ 幼生をすくい取り時計皿(またはスライドガラス)に腹部が上になる

よう置き、駒込ﾋﾟﾍﾟｯﾄで少量の水をかけながら乾燥を防ぐ。 
・ 幼生の腹部の金色に見える部分が視野に入るよう時計皿を顕微鏡の

ステージ上に置く。(顕微鏡倍率は 40 倍で焦点を合わせる) 
・ 尚、幼生が大きすぎると心臓が膜で覆われ観察できないので注意。 

評価 ・これはアフリカツメガエルを使った代表的な実験例であるが、他にも呼吸作用、

体色変化、発生の観察等、多くの研究課題を見つけることができるのでぜひ理科

室で飼育したい小動物である。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
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東洋館出版社（石田耕一氏著 埼玉大学教育学部付属中学校）pp.158-159 

 
教材シート１７ 

区分 教材： 自由研究のための教材 

名称 結晶中の原子の並び方を見てみよう 
―泡模型の制作と活用ー 

図 

 
 
 

 

目的 ・ 結晶中の原子、分子の配列状態をより視覚的な理解ができるような泡模型の

製作を行う。 

方法 1 材料・準備しておくもの 
・ Bragg らによる泡模型の一部を改良して再現する。(図 1) 
・ 石鹸液はオレイン酸 30ml に蒸留水 100ml を加えよく混ぜる。 
・ 更に 10%トリエタノールアミン 150ml とグリセリン 230ml を加えて混

ぜ、しばらく放置しておく。 
・ 身近な材料として食器用洗剤(界面活性剤 30%以上)、洗濯のり(PVA)、水

を 4:2:3 で混ぜてもよい。 
・ 石鹸液を溜めておく容器(図 1ａ)はアクリル板で作られ、全体の大きさは

26×19×10cm で、容器の底には直径 1.5mm の穴を空け、この穴に差し

込んだゴム栓(図 1b)には先が毛細管になったガラス管が埋め込まれてい

る。 
・ ガラス管はゴム管によって吸引びん(図 1ｃ)につながっている。 
・ 更に水を満たした分液漏斗(図 3d)を取り付けその先には落下する水滴量

を調節する直径約 2mm に細く絞られたガラス管付けられている。 
・ 泡の発生、集合の様子を観察、記録するためビデオカメラ(図 1ｅ)を取付

ける。 
２ 製作方法 

・ コックで調節し分液漏斗から吸引びんに一定間隔で水滴を落とすと吸引

びんの中の空気が圧縮され、毛細管の先から空気が抜け出していく。 
・ 毛細管から出た空気は石鹸液で満たされているため一定の大きさの泡と

なって表面に浮かぶ。 
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・ 分液漏斗から吸引びんに水滴が落ちる間隔はゴム栓内に埋め込まれた毛

細管の太さに依存する。 
・ ドライヤー(図 1ｆ)で液面の斜め方向からゆるやかに送風し泡を移動さ

せる。 
・ 図 1 の泡模型のアクリル容器をＯＨＰで写すと泡の配列の動的変化を拡

大して観察できる。 
・ 図 2 は泡が密に詰まった様子(これは面心立方格子の金属結晶における

密な 111 面の原子配列に対応する)泡の直径は約 5mm である。 
3 電子顕微鏡を用いた観察 

・ 近は、結晶中の原子、分子の配列状態に対応する周期構造を電子顕微

鏡で観察することが容易になった。 
・ そのため、多くの理科教材においても電子顕微鏡像物が引用されている。

・ その際、金属結晶等の電子顕微鏡での観察像の説明にも泡模型は有効で

ある。 
・ また、図 3 のようにアクリル容器に振動を与えことにより泡の境界部分

では蒸発の過程も模式的に示すことができる。  

評価 ・結晶は原子、分子が一定の周期性をもつ配列から成り立っており、 も安定し

た配列を示すのは単位体積あたりのエネルギーが 小になるときである。 
・一例として、多くの金属結晶は原子密度の大きい配列をとるため金属結晶の様

子を泡の 密充塡パッキングを使って表すことができる。 
泡同士に働く力(引力、斥力)は金属原子間に働く力とよく似ており泡の集合は

金属結晶の 適な類似模型といえる。 
・したがって泡模型は身近な材料で簡単に結晶中の原子配列を再現できる教材で

ある。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（芝原寛泰氏著 京都教育大学）pp.168-169 
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事例集（課題研究のための教材） 
教材シート１８ 

区分 教材： 課題研究のための教材 

名称 高度を変えて気温の変化を観測しよう 

図 

 
 

 

目的 1 天気の変化の学習では気象観測結果から天気の変化の規則性に気づき前線の

構造を理解させるが、この熱力学や流体力学の基づく気象概念を理解するため

には、多くの観測点を設置し長時間の観測を行うこととなる。 
2 そのためここでは、観測の手軽さを考慮し、観測点を高度の異なる２地点に絞

り、観測結果から得られた気温の変化の特徴をもって上記長時間観測に代わる

ものとして紹介したい。 

方法 1 観測方法 
・ 高度を変えた２地点で自動記録温度計を使い継続的に観測し、気温の変化

を比較する。 
2 観測機器 

・ 自動記録温度計を 2 個準備し同じ場所でしばらく記録をとり、２つの記

録が同じ気温を示すよう調整する。 
・ 観測は直射日光を避け、通風確保のために百葉箱を使うが、ない場合は図

1 のようなものを自作するとよい。 
通風を確保するため底板は隙間をあけて張り、北側は開けておく。 
また、直射による温度上昇を防ぐため白色を塗って仕上げるとよい。 

3 観測機器の設置 
・ 地上の百葉箱と 4 階建て校舎屋上に設置した簡易百葉箱の中に各々自動

記録温度計をセットする。特に屋上は風通しがよく壁面の反射光等の影響

が少ない場所に設置。 
4 観測結果の例 

天気のよい３日間の記録(図 2)を比較した結果は以下のとおり。 
①天気のよい日の明け方の 低気温は地上の方が屋上より低い 

・ 低気温は 3 日間とも屋上より地上の方が低く、夜間は地上の気温の方

が屋上の気温より低い傾向がある。 
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・一般的に気温は高度が上がるほど低くなるが、天気のよい日の夜間は放

射冷却現象により地面の温度が急激に下がり、屋上の気温より地上の気

温が低くなる逆転現象が起きたと考えられる。 
・ また、2 日目の夕方近くには地上の気温が上昇する様子が見られるが屋上

  では見られない。これは地上付近のみで起きた現象と考えられる。 
  ②1 日の 高気温を示す時刻は、屋上の方が遅くなる傾向がある。 

・これは日射により初めて地面が温められ、熱が次第に上層の空気に伝わ

っていくためと考えられる。 
・ 地面の温度が も高くなるのは正午頃だが地上の百葉箱ではそれより少

し後に 高気温になり、屋上は更に遅れて 高気温になると考えられる。

・図 3 は停滞前線が通過した日の 15 時の天気図、図 4 はその日の 2 地点の

気温の変化である。山陰から九州北部を通り、中国大陸までのびた停滞

前線はこの後、東に移動しながら温帯低気圧に発達した。 
・ この時の 2 地点の気温の変化の特徴は、 

(1) ２地点共気温の急降下が見られこの時停滞前線が通過したと思われ

る。16 時過ぎから観測点付近は南側の暖気から北側の寒気に入った

ことがわかる。 
(2) 気温の急降下は地上よりも屋上の方が明瞭である。 

屋上の方が短時間に急激な気温低下を示している。これは前線のよ

うに自由大気の循環に関わる気象現象を捉えるには、地上よりも屋

上の方が地表面の摩擦の影響を受けにくく、寒気と暖気の境界を捉

えやすいことを示す。 

評価 ・高度を変えた 2 地点で気温を継続して観測するとにより、霧と霜、大気汚染、

高度による気温の変化等、様々な気象現象を捉え、天気の学習に対する生徒の

興味と関心を喚起できると考える。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（佐藤秀則氏著 岡山県玉野市立日比中学校）pp.184-185 
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事例集（選択学習のための教材） 
教材シート１９ 

 
区分 教材：選択学習のための教材 

名称 水をテーマにした環境学習 

目的 ・「自然と人間」の単元は身の回りの環境について調査し生徒自らが探求を深めて

行く取り組みが重要である。 

方法 1. 酸性雨をテーマとした調査 
(1) pH 計、pH 試験紙、バックテストのいずれかを使用し pH を測定。 
(2) 市販の酸性雨採取器が便利だが、ビニール袋を覆ったバケツでも可。 
(3) 降り始めとしばらく経過後、多くの採取地点で、雨毎に継続採取。 
(4) 酸性雨による金属板やコンクリートへの変化の調査 

・ 銅板、トタン、アルミニウム、コンクリート等を酸性液につける 
・ 長時間置き、変化の様子を調べる。 

(5) 酸性雨による植物への影響の調査 
・ 鉢植えに植物の種をまき、芽が出たら噴霧器に硝酸または硫酸を入れ

(pH3-5)植物の葉をスプレー、毎日実施し変化を調べる。 
・ 他の鉢には中性の水を噴霧したり植物の種類を変えて対照実験 

(6) 酸性雨を降らせる 
・ 自動車や工場から排出される窒素酸化物や硫黄酸化物が原因の酸性

雨を発生させるために、pH 試験紙を入れた水槽内で塩化ビニール類

のパイプを燃やす。 
・ ガラス管の先から水蒸気を水槽に送り込み水槽を密閉する。 
・ 水槽の上部に氷を置くと水蒸気は冷やされ水滴となる。 
・ この雨を測定するとよい。 

(注意) この実験は塩化ビニールを燃やすため発生した気体を吸い込まない

よう十分な注意が必要。 
2. 水質をテーマとした調査 

(1) 川の汚染を調べるにはバックテストが便利。 
・ COD, BOD, 硝酸、亜硝酸、アンモニア、りん酸等を調べる。 
・ 川の採取場所を変えて測定（支流、工場、浄水場近く等） 
・ 水温、時間、透明度も記録しておく（採取日や時間にも変化を） 

(2) 残留塩素をバックテストで調べる 
・ 水道水に含まれる残留塩素をどうしたら取り除かれるのかを考えな

がら調べる。（例）場所の変化（1 階と 3 階）、水道水を出した直後と
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数分経過後、浄水器利用、ろ過や沸騰の場合等。 
(3) 家庭で利用している飲み物の COD の測定 

・ COD(水１ℓ中の汚れを分解するために必要な酸素重量㎎) 
・ バックテストでは醤油のような色の濃いものは測定できないため、蒸

留水でまず 100 倍に薄める。 
・ この時 COD 値が 20 ㎎/ℓを越えれば 500 倍、1000 倍と段階的に薄め、

20 ㎎/ℓ以下になるまで測定。 
（例）醤油の COD 値を 5000 倍に希釈し COD が 15mg/ℓとなるには 
 15×5000 倍とし 75000 ㎎/ℓとなる。 
・ この方法でコーヒー、お茶、牛乳等、様々な COD 値を測定。 

 
評価 ・ 酸性雨の実態はビデオ等で深めておくとよい。 

・ 身の回りにある水を調査し、その結果によって原因や家庭の排水が環境に及

ぼす影響、あるいは逆に豊かな自然の指標となる生物等にも着目するとよい。

・ 環境学習ではテーマを絞り生徒自身が考え探求することが大事である。 

対象 中学生 

 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（松谷高明氏著 三重県四日市市立常磐中学校）pp.198-199 
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教材シート 20 

 
区分 教材： 選択学習のための教材 

名称 自由電子モデルによる電流回路の指導 

図 

 

目的 ・ 自由電子モデルでの電流回路の指導の一例として、２つの抵抗の直列つなぎ

の場合について紹介。 

方法 １ 方法 
① 抵抗の異なる 2 つの豆電球の直列つなぎにおける明るさと電圧の違い 

を問う下記問題では、 
・ 抵抗の大きい豆電球が明るくなること 

    ・ 電圧の分配が起こること 
以下のとおり説明する。 

② 回答例 
・ 乾電池につながれた回路の中の自由電子は回路を閉じた瞬間、どち

らの豆電球の自由電子も同じ力で電池の＋極の方に動かされる。 
・ 抵抗の小さい豆電球の中の自由電子はスムーズに動き始めるが、抵

抗の大きい豆電球の中の自由電子はすぐに豆電球の原子にぶつか

り、スピードが出せない。 
・ そのため 2 つの豆電球の境界面で電子の渋滞が起こってしまう。 
・ この電子の渋滞(境界面に電子がたまること)の影響で図 2 のように

電子が右方向に移動する場合、左側の抵抗の小さい金属の自由電子

は境界面の電子から反発されるために進みにくくなり、抵抗の大き

い金属の自由電子は境界面にたまった電子の反発力でより強い力

で押される。 
・ 抵抗の小さい金属では自由電子を動かす力は小さく(電圧小)、抵抗

の大きな金属ではその力が大きく(電圧大)なるため、結局自由電子

は同じスピードで乾電池の+極に向かって移動していくことにな

る。 
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・ また、同じスピードで同じ数だけ電子が移動するため、抵抗の大き

い（電子の衝突が多い）豆電球の方が明るく(熱く)なるわけである。

・ 境界面の電荷量は 2 つの金属の 

誘電率をε 1 ,ε 2 電気伝導度をσ 1 ,σ 2 表面電荷密度ω、電流ｉ 

とすると、ω＝ i⎟⎟
⎠

⎞
−⎜⎜

⎝

⎛

2

2

1

1

σ
ε

σ
ε

 の式で表されることがわかっている。

・ 電子が境界面に集まると電荷密度が高くなり電場が強まり電子を動

かす力が大きくなる。 
・ 帯電して広がっている発砲スチロール球(黒色)を下の糸を引いて寄

せ集めると電荷密度が高まり、中央部のアルミ箔は強まった反発力

のため図 4 のように浮き上がる。 
・ このアルミ箔の動向を抵抗の大きい豆電球中の自由電子の動きにあ

てはめて説明するのである。 
・ 尚、発砲スチロール球の帯電は糸が絡まることのないようにウ

ール地のセーター等で摩擦した塩ビパイプを接触させる。 

評価 本教材を用いることにより、発砲スチロール球の間隔を狭めることで電子に

より強い反発力を及ぼすこと、また電子の渋滞が電圧分配に変化を生じさせる

ことがイメージでき、生徒の理解につながるものと考える。 

対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（赤羽敬氏著 広島県三原市立宮浦中学校）pp.190-191 
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教材シート 21 

区分 教材： 選択学習のための教材 

名称 モデルそっくりのモーターを作ろう 
―磁界の不思議を探るー 

図 

 
 

目的 ・ 電流を通すと動く不思議さを感じる教材を製作する。 

方法 1 材料・準備しておくもの 
・ ｴﾅﾒﾙ線 φ0.4mm 約１m、乾電池、磁石(ｱﾙﾆｺ程度の磁力の強いものが望

ましい)、ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ、ｽﾄﾛ－、台紙（厚紙）、ｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟ 
2 制作方法 

① コイルを作る 
・ｴﾅﾒﾙ線を 20cm 切り取り両端 3cm 程の被覆をｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰではがす。 
・これを図 1 のようにｺｲﾙにし軸となるｽﾄﾛｰにｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟで取り付ける。 

② 台を作る 
・10cm のｴﾅﾒﾙ線 2 本を切り取り図 2 のような軸受けを作って台紙にｽﾄﾛ

の長さの分だけ間をあけ、ｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟで取り付ける。 
3 モーターを回してみよう 

・ ブラシから延びた導線を乾電池の両極にｾﾛﾊﾝﾃｰﾌﾟでつける。 
・ U 型磁石ならばコイルをまたぐようにフェライトやネオジウム等１つの

極しか近づけられないものはコイルのどしちらかの横に置きブラシを整

流子を調整する。指で初動を与えると勢いよく回りだす。 
・ 電流が流れるとどうしてその周りに磁界ができるのか、磁界とはどうい

うものなんか、などの疑問を生徒たち自身で実験や観察を行い、取り組

むよう指導する。 

評価 ・ 同じ課題意識をもった生徒たちが自分たちの考えを作り、検証実験し、その結

果を皆でディスカッションしていくことにより、事象に対する科学的な解釈を

深めていくことにつながる。 
・ こうして自分たちの疑問を自ら解決することにより理科に対する好奇心や関

心を醸成することにもつながるのではないだろうか。 
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対象 中学生 

出典 理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」日本理科教育学会編 
東洋館出版社（高村芳章氏著 静岡県御殿場市立原里中学校）pp.192-193 

 



 83

1－5－4 教材入手の実際 

例えば「内田洋行」の電子カタログの場合、実験しようとする分野の中から必要とする

器機を選択してクリックすることにより商品が示される。

（http://catalog.uchida.co.jp/science/index2.html） 
「内田洋行」の電子カタログの事例 

多くの他社の場合も画面のレイアウトは異なるものの、商品のイメージ、アピールしたい

特徴、使用条件のあらまし、価格などを示し購入の判断を助ける機能は同じである。 
一方、中村理科工業株式会社の場合、小学校、中学校の理科の教科書に掲載されている

実験をおこなうために用意しなくてはならない材料、器具等を実験ごとにまとめたもので、

部材のイメージや説明、その価格などがリストとして表示される。 
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初に、調べたい教科書会社と教科書名（学年）とを選択して、「次へ」ボタンをクリック

すると、 
選んだ教科書の中に掲載されている実験がページ順にすべて一覧表示される。 

一覧表示された実験の中から実行したい実験欄にある矢印ボタンをクリックすると、実

験準備シートが表示される。 
 
「中村理科工業」の例 
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内田洋行の商品リスト  

（株）内田洋行 

〒104-8282 東京都中央区新川２丁目４番７号 

TEL 03-5634-6237 

http://www.uchida.co.jp/index.html 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲｴﾝｽﾜｰﾙﾄﾞ 環境教育 計量器 計測器 

デジタル顕微鏡 

ﾋﾞﾃﾞｵﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ 

ﾊﾟｿｺﾝ接続天体望遠鏡 

ｻｲｴﾝｽﾒｲﾄ SL-4 ｼﾘｰｽﾞ 

ｻｲｴﾝｽﾒｲﾄ SM-3 ｼﾘｰｽﾞ 

デジタル計測機器 

総合気象ｼｽﾃﾑｳｪｻﾞｰｽｷｬﾝ 

教材提示器具 

 

水質調査 

雨水調査 

大気調査 

水の浄化 

新しいｴﾈﾙｷﾞｰと電気

環境測定 

調査・観察 

飼育・栽培 

自然体験（野外観

察・校外学習） 

ﾘｻｲｸﾙ環境教育教材 

質量計 

長さ計 

体積・比重計 

時間計 

圧力・密度計 

温度・湿度計 

電気計測器 

パソコン計測器 

物理実験器 化学実験器 生物実験器 地学実験器 

力実験器、運動実験器 

振動実験器、液体実験器 

気体実験器、熱実験器 

光実験器、音実験器 

磁気実験器、静電気実験

器 

電流実験器、電子実験器 

メカトロ教材、電源装置 

支持用器具 

加熱用器具 

一般器具・機器 

化学実験器具 

測定器具 

収納・整理・保管庫

実験用安全・保護器

具 

実験器具 

一般器具・機器 

植物採集・栽培用具

飼育観察用具 

昆虫・動物採集具 

生物標本制作器具 

 

天文実験器具 

プラネタリウム 

気象実験器 

気象観測機器 

地学実験器 

地学調査器具 

地学標本制作器具

光学機器 標本 模型 ソフト教材 

顕微鏡 

顕微鏡観察装置 

顕微鏡関連機器 

望遠鏡 

望遠鏡関連品 

双眼鏡 

投影装置 

新素材 

岩石・鉱物 

一般化石ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ 

植物標本 

動物標本 

 

原子・分子・結晶 

地質・鉱物 

植物 

動物 

人体 

紙芝居 

掛図 
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中村理科工業の商品リスト 

中村理科工業株式会社 

〒101-0021 千代田区外神田５－３－１０ 

TEL 03-3833-0741 

http://www.rika.com/index/html 
基本は教科書に準拠して実験計画が可能 

その他以下のようなバリエーションがある 

土の中の生き物を調べよう 人工イクラを作ろう 

自分だけのきれいな結晶をつくろう！ ケナフを育てて紙すきに挑戦！ 

スライム作ってみよう ソーラーバルーンを作ろう！ 

こんなこともできる 低温の世界 身の回りの電磁波を探そう 

電池をつくってみよう プランクトンを育ててみよう！ 

へびのひも 望遠鏡や顕微鏡のしくみを探ろう 

ガラス細工でマドラーを作ろう 虹色に変わるマローブルーで指示薬を作ろう 

万華鏡をつくろう ペットボトルの水ロケットをとばそう 

美味しくて楽しい電気パン 手のひらで発電 

リニアモーターカー 美しい草花を標本にする 

自分でつくった霧箱で放射線を見る 空気の重さを感じる（風船３種） 

身近にある草木で染める（草木染め） 夢の砂金取りを体験する 

電子の移動を知る（手のひらで発電） 磁石と電磁気の力を体験する（リニアモーター） 

燃焼実験で爆発を学ぶ（アルコール鉄砲） 備長炭で電気を起こす 

電気のブラックボックス 牛乳パックで手作り望遠鏡 

～小便小僧の秘密～ 空気を温めると…？ 空気がないってどんなこと？ 

びっくり！静電気のパワーって凄い！ 仕事と電気 ～体を使って発電しよう～ 

ドレミパイプで、音の不思議に挑戦しよう！ あるのに触れない！？ﾐﾗｸﾙﾐﾗｰでﾐﾗｸﾙ体験 

忍者えのぐでスタンプを作ろう！ クリップシーラーを使って使い捨てカイロを作ろう 

手軽にいろいろ拡大して見よう！ カルメ焼きがふくらむわけは…？ 

磁界を目で見る 磁界観察器を作ろう!! 振ると液体、止めると固体!?不思議な素材｢ｽﾒｸﾀｲ

ﾄ｣ 

人工の虹をつくってみよう 手作りの日光写真を作る 

オレンジ色の光の中で不思議な現象 偏光版を作っていろいろ見てみよう！！ 

目盛りなし温度計を使って手作り温度計を作ってみよう!あれ?不思議!!ﾈｵｼﾞﾑ磁石球で実験

してみよう 

ネオジム磁石を使って電気をおこしてみよう！！ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄを使って発芽させてみよう 

紫外線で脱臭,抗菌,防汚ができる!新素材の光触媒で実験してみよう ﾚﾓﾝが甘い?!味覚の不

思議 

いろいろなもののレプリカを作る！！ 
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島津理化の商品リスト 

株式会社島津理化 

〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8 

TEL (03)5626-6600  

http://www.shimadzu-rika.co.jp/kyoiku/it/index.html 
計量・測定器 光学機器 物理実験機器 

計量器 電気測定器 デジタルマイク 力・運動 

長さ・体積 メーター 生物顕微鏡 振動 

質量 直流精密測定器 解剖顕微鏡 液体・気体 

時間 磁束計 実体顕微鏡 熱 

温度 発振器 鉱物顕微鏡 光 

 オシロスコープ 顕微鏡関連装置 音 

 計数装置 顕微鏡ﾃﾚﾋﾞ装置 磁気 

 レコーダ 双眼鏡・望遠鏡 静電気 

  天体望遠鏡 電流 

   電子 

   電源装置 

   新素材シリーズ 

 

化学実験機器 生物実験機器 地学実験機器 標本・模型 

支持器具 定温器 気象計器 標本 模型 

加熱用器具 低温器 地学実験器 一般雑標本 分子模型 

化学実験器 恒温槽 地学調査器具 岩石・鉱物標本 機械模型 

化学測定器 低温水槽 標本製作器具 化石標本 地質・鉱物模型

乾燥器 滅菌器  植物標本 動物模型 

加熱装置 振蘯培養器  動物標本 植物模型 

電気炉 遠心機  プレパラート 化石模型 

純水製造装置 スタディキット   人体模型 

攪拌装置 生物実験器    

真空ポンプ 生物採集器具    

超音波洗浄器 標本製作器具    

洗浄・乾燥器 飼育栽培器具    

 バイオリアクタ    
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ひだまり（テックジャム／楽天）の商品リスト 
「ひだまり」理科学習実験教材販売／株式会社テックジャム／楽天  

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満５－６－１０富田町パークビル４F 

TEL：06-6312-1236 

http://www.rakuten.co.jp/hidamari/all.html 
           以下の項目を選択すると商品情報が示される 
◆環境教育 ◆化学 ◆福祉体験学習 

 燃料電池  ガラス器具 ◆室内環境計測 

 エネルギー  測定器 ◆リサイクル器具 

 水質検査  実験器 ◆万歩計 

 環境調査 ◆物理 ◆ものづくり体験 

 安全保護用品  電気器具 ◆人体学習用具 

◆計測器  ◆超音波洗浄機 

 温度  ◆ｱｽﾍﾞｽﾄ関連商材 

◆生物   

 調査用具   

 顕微鏡   

 バイオ関連器具   

◆物理   

 音   

 熱   

 力学・運動   

◆地学   

 気象器械   

 天体模型   

 地学標本   
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ケニスの商品リスト 

ケニス株式会社  

大阪市北区野崎町１－１６  

TEL 06-6313-0725 

http://www.kenis.co.jp 

●環境教育 ●IT 理科学機器 ●計測器 ●物理 

燃料電池、ｴﾈﾙｷﾞｰ、 

水質検査、大気検査、 

環境調査、廃棄とﾘｻｲｸﾙ、 

安全・保護用品 

パソコン測定機器、

教材提示装置、 

デジタルカメラ、 

ロボット教材、 

パソコンソフト教材 

 

長さ、体積、質量、

時間、温度、電気

力学・運動、振動、

液体、熱、光、光電

池、音、磁気、電気

器具、静電気、電子、

電源 

 

●化学 ●保管・運搬 ●地学 ●光学機器 

化学実験器、ｶﾞﾗｽ器具、

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器、磁器、金属

容器、ﾗﾍﾞﾙ･ﾃｰﾌﾟ、支持用

器具、洗浄用具、ゴム栓・

ﾁｭｰﾌﾞ、さじ・挟み、分離・

攪拌、加熱・乾燥器具、

純水製造装置、化学測定

器 

      

 

薬品庫、ﾃﾞｼｹｰﾀｰ、 

乾燥台、 

理科戸棚・カート、 

収納・ケース 

 

 

天体模型、地学模

型、 

地学調査用具、 

地学標本、気象器

械 

望遠鏡、双眼鏡、 

鉱物顕微鏡、生物顕

微鏡、解剖顕微鏡、

双眼実体顕微鏡、デ

ジタル顕微鏡、顕微

鏡ﾃﾚﾋﾞ装置、顕微鏡

関連用品、写真用品 

 

●生物 ●各種器具 

生物調査用具、ﾌﾟﾚﾊﾟﾗｰﾄ

製作用具、採集・標本製

作用具、飼育栽培器具、

バイオ関連器具、植物・

動物標本、生物プレパラ

ート、生物実習材料、植

物・動物模型、人体模型 

 

野外観察、人体学

習用、 

工作器具、ﾋﾞﾃﾞｵ教

材、数学・算数 

 

有限会社 各務教材社  

〒 507-0848  岐阜県多治見市日ノ出町２ノ２１   

TEL： 0572-23-0397   

http://www.kakamu.com/ 

 
各務教材社について製品関連情報をアクセスすると内田洋行のリストが出てくる 

内田洋行の代理店である可能性がある 
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1－5－5 汎用ではない教材供給の事例 
 
１）学研 大人の科学 ： 
http://otonanokagaku.net/products/ 
 試薬・試験紙、手作りロボット、検波器などを使った実験ができる商品の紹介。 
 
名称 大人の科学「磁界探知式鉱石ラジオ」 
商 品 イ

メージ 

 
目 的 な

ど 
電池を使わず、電波から供給される電気だけで作動するラジオである。検波器

には 4 種の鉱物（方鉛鉱、黄鉄鉱など）を使い、どの鉱物が良いかなどの実験

や、鉛筆の芯やくぎを使った検波の実験もできる。  
特徴 
高感度受信を可能にする大きなループアンテナで、電波をキャッチ。キットの

鉱物の他でも実験ができる。 
組み立ては２時間～３時間。特別な道具は不要で誰でも簡単に作れる。 
自身で組み立て実験することによって、電波と検波の仕組みがわかる。 

対 象 年

齢 
中学生 

販売店 学研 
類 似 の

商品 
観察鉱石ラジオ製作（株式会社テックジャム） 
・・・・ 
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２）｢ツリーオブナレッジ｣社 
http://mpn.cjn.or.jp/mpn/contents/00001002/YK-04.htm 
 
アメリカをはじめヨーロッパにおいても理科学習用実験キットとして好評得ている

イスラエル｢ツリーオブナレッジ｣社の理科実験キットである。家庭での理科学習支

援を狙う。 
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（３）㈱京都科学 
http://www.kyotokagaku.co.jp/products/kyoiku/index3.htm 
 

：明治初期日本の近代科学教育のはじまりとともに、「生命・自然の事実･現象を自らの感

覚で触れ、観察し、体験し、考える教育用教材」を提案してきた。 
身近におこる小さなひとつひとつの現象や問題が、地球そのものの問題と深く結びついて

いることを自覚し、さらに深く生命現象をみつめ心をたがやす教材の提供を通して、次世

代に生きる若者たちをサポートすることを目的とする。 
（生物科学教材） 
「まず観察から」－授業にあわせて生物を生きたままお届けする「生きもの」シリーズ 
「実験と飼育」－1 グループ単位にセットした観察と実験のための各種スタディーキット 
「生物プレパラート」－動物・植物・人体の微細構造を顕微鏡で観察します。 
「実験器具・採集用具」－教室の内外での学習をサポートする器具・用具 
「標本・模型」－実物標本と実物に近い模型で立体的に学習します。 
（地学科学教材） 
「一品もの化石・鉱物・岩石」－限りある地球の貴重なてがかり、実物標本。 
「実物岩石・鉱物・化石標本・プレパラート」－できるだけ多くの種類を一同に観察。 
「野外調査用具・実習実験器具・地形模型」－野外観察実習と実験のために。 
（家庭科・総合学習教育教材） 
「ひとつの繭から糸へそして布へ」－自然と生活のつながりを追う繊維シリーズ 
「自然素材とくらし」－自然からのおくりものをくらしに生かすシリーズ 
「生命の誕生・ひと」－受胎と胎児の成長・誕生・子育て体験学習シリーズ 
「たべもののはなし」－からだのしくみと食べもの学習シリーズ 
「ひとの一生」－病気や障害や高齢などによるさまざまなサポートの形態を学習。   
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（４）『教育用レゴ マインドストーム NXT』 

http://www.legoeducation.jp/mindstorms/products/index.html 
 
『教育用レゴ マインドストーム NXT』は、8
歳以上の生徒たちが無理のない方法で一歩一

歩学びながら、自律型のロボットを組み立て、

プログラミングすることによって、学習能力を

高めるためのツールである。レゴブロック、学

習しやすいソフトウェア、そして段階を追った

指導ガイダンス機能（Robot Educator）を特

徴とする『教育用レゴ  マインドストーム

NXT』は、生徒たちが自分の手を使って楽し

みながら知識を身につけるのに 適なツール

であり、自分で新たなアイデアを生み出すこと

を促す効果もある。また、玩具用とは異なり、

『教育用レゴ マインドストーム NXT』は、先

生がグループに分かれた生徒たちと一緒に楽

しみながら学習する教材として作られている。 
５）理科きょうざいかいはつ研究室 
http://members.at.infoseek.co.jp/Jintann/ 
中学理科の授業で使う教材の工夫・開発

のページで、発光ダイオードを使った光

源装置の作り方や、ミニ天球儀、その他

を考えている。 
６）科学教材社 
http://www.kagakukyozaisha.co.jp/ 
取扱商品は電子工作キット、パーツ、工具、鉄道模型及び関係品、模型キット及び素材  
関係等々 
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1－5－6 ソフト教材事例 
 
シート 1 映像教材事例 
大日本図書株式会社 
〒104-0061 東京都中央区銀座 1-9-10 
TEL：03-3561-3550 ソフトウェア／ビデオの内容・サポートについて 
http://www.dainippon-tosho.co.jp/chu/churi/kyozai.html 
 
学習サポート１） 

シミュレーションゲームで自然のしくみを学ぶ「震源を探せ」「食物連鎖」、位置関係が

理解しやすい天体シミュレーション「日周運動と年周運動」「太陽と季節の変化」、多彩な

検索機能を備えた樹木データベース「身近な樹木」。プロジェクタを使った授業でのご利用

のほか、コンピュータ教室と課外活動を組み合わせた調べ学習などにもご活用 
学習サポート２） 

NHK 映像に基づく物理、化学、生物、地学の授業の流れに合わせて、自在に選べる理

科ビデオシリーズ 
学習サポート３） 

地震や津波、月の満ち欠け、日本の天気など生活の身近にある現象を解説する中学校理

科ビデオ／ＤＶＤシリーズ 
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シート 2 映像教材リスト事例 
鳥取県教育情報通信ネットワーク  
鳥取県教育センター情報教育課 
TEL：0857－28－2323  
http://www.torikyo.ed.jp/rika/  
 

※ 理科 映像教材コンテンツは自作 およびCEC、IPA「教育用画像素材集サイト」 

http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/   の素材より構成されています。 

<<１ 年>> 

「光の屈折」 「物質の変化」 「顕微鏡の使い方」 

光の屈折による現象 物質の状態 プレパラートの作り方 

凸レンズの実験  物質の状態変化 顕微鏡の各部の名称 

「音の波」  水銀の状態変化 顕微鏡の持ち方 

音の波形 電離と中和 顕微鏡の操作 

音の伝わり方  電離 ～植物～ 

 電離のメカニズム 葉緑体・細胞・細胞分裂 

～生きている地球～ 中和のメカニズム オオカナダモの葉緑体 

「噴 火」 中和過冷却  オオカナダモのヨウ素反応 

溶岩流 ツユクサの気孔 

マグマの噴出 面白い化学実験 チューリップの気孔 

マグマと研究者たち 銀の析出 ヒヤシンスの細胞分裂 

火山の断面図と噴火（CG） ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰの変化  ヒヤシンスの細胞分裂 

噴火のメカニズム タマネギの表皮細胞 

「地震」 維管束 

阪神・淡路震災 被害の映像 ダリアの維管束 

プレートの衝突（CG） ダリアの道管 

プレートの動き（CG) ツバキの葉の横断面 

火山性の地震（CG） トウモロコシの維管束 

火山の断面図（CG） トウモロコシの茎のじゅう断面 

 
 
<<２ 年>> 

～電気の性質～ ～動物のくらしとなかま～ ～天気の変化～ 

電圧計  「神経」 「雲」 

各部の名称 脳・中枢神経 皮膚・汗腺 積乱雲（入道雲） 

マイナス端子の選び方 神経細胞（ニューロン） 層積雲（くもり雲） 

電圧計のつなぎ方 末梢神経 反射 雲ができるまで（CG） 

電圧値の読み方 「消化・吸収」 「台風」 

電流計  胃・小腸・大腸 気象衛星の台風の写真 

各部の名称 栄養分の移動 気象衛星の台風連続写真
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マイナス端子の選び方 消化器・歯 台風の風景（岸壁、ゆれる

樹木）
電流計のつなぎ方 内臓・腎臓 台風の断面図（CG） 

電流値の読み方 血管 台風の断面図（CG） 

電源装置  「動脈・静脈」 「雷」 

各部の名称 心臓・毛細血管 草原の落雷 

使い方（１） 連続した落雷 

使い方（２） 上肢の筋肉・骨 都市部の落雷 

直列と並列 全身骨格 雷が起きるまで（CG） 

直列と並列の解説 生殖 積乱雲の中 

静電気（１）（２） 女性生殖器 積乱雲の中の雷 

 男性生殖器 「オーロラ・蜃気楼・虹」

「磁界とその利用」 胎児の発育 オーロラ 

磁力線の観察 胚の発生 モンゴルの蜃気楼 

二極モーター 観察者と実物・蜃気楼の位

置関係
二極モーターのしくみ 呼吸 光と蜃気楼 

 肺と気管支 草原の虹 

 外呼吸と内呼吸 プリズム化した水滴と太

陽光線
 肺胞 プリズム化した水滴 

 水の微粒子と虹 

 

 
 
<<３ 年>> 

～大宇宙～ ～太陽系～ 宇宙から見た地球環境 

「星雲・星団１」 「日食」 ～宇宙から見た自然～ 

アンドロメダ 日食（欠けていくところ) 大気 

アンテナ銀河 日食（皆既＋ダイヤモンドリング） 雷 

ブラックホール 日食（戻るところ） 雲 

最深宇宙像 金環食の夕日 オーロラ 

マゼラン星雲 皆既日食（タイ） 台風 

子持ち銀河 皆既日食（ベネズエラ） 

車輪銀河 ダイヤモンドリング ～宇宙から見た人間の活

動
渦巻き銀河 太陽と月・地球の位置関係（CG） 都市 

「星雲・星団２」 月の軌道（CG） 耕作地 

バラ星雲 地球と月の軌道（上方 CG） 湖 

砂時計星雲 地球に落ちる月の影と日食（CG） 砂漠の農業 

ハッブル宇宙望遠鏡の修理 太陽から見た月と地球（CG） 都市の夜景 

オリオン分子雲 地球に落ちる月の影（CG） 焼畑 

スバル 太陽にかかる月（CG） 大峡谷 

球状星団 「月食」 山脈 

「星雲・星団３」 皆既月食（東京都） 砂漠 
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子持ち銀河 地球の影に入る月と月食（CG） 月から見た地球 

M 100（かみのけ座の銀河） 月に落ちる地球の影（CG） 海 

天の川 地上から見た地球の影（CG） 

オリオン座の星雲 「惑星」 ◎毛利さんの宇宙実験 

M 44（プレセぺ星団） 惑星と地球の位置関係 コマの回転運動 

三裂星雲 惑星の順番 無重力の原理 

プレアデス星団 惑星の位置 水の表面張力 

NGC 5139（オメガ星団） 「火星」 人間の回転運動 

M 27（あれい状星雲） 火星の写真 ペンチの回転運動 

「銀河系」 地球から見た火星の動き（CG） 球をつけた棒の回転運動

銀河系の中の地球（CG） 火星と地球の位置関係 球の衝突 

銀河（CG） 火星の逆行現象 球の等速直線運動 

銀河系（CG） 火星の動き（CGテロップ） ～宇宙開発の歩み～ 

太陽系（CG） アポロ１１号 

 ～天体の動き～ 月面探査 

 金星の満ち欠け ロケット開発 

 季節の変化 スカイラブ 

 天体の日周運動 有人宇宙飛行 

 天体の年周運動 

 宇宙開発 ～宇宙活動～ 

 土井隆雄の船外活動 

 国際宇宙ステーション 

 毛利守の宇宙実験 

 向井千秋の宇宙実験 

 若田光一の宇宙活動 

  

～いろいろな運動～ 「科学技術の利用」  

振り子運動のエネルギー変化 光ファイバー  

振り子運動 ロボット 

自由落下運動 スーパーコンピュータ 

斜面の運動 煙風洞 

～力の合成・分解～ 超伝導 

力の分解 液晶ディスプレイ 

力の合成 LSI（半導体） 

 形状記憶合金 

 
 
<<実験べからず集>> 

 

器具の扱い 燃焼器具の使い方  固体の化合物（２） 

電流計 ガスバーナー 塩化ナトリウム 

ガスバーナー 燃焼さじ 硫酸銅 

こまごめピペット 沸騰石 ミョウバン 

誤った実験操作 るつぼばさみ 水酸化ナトリウム 
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水素を燃やす その他器具 二酸化マンガン 

突沸 ゴム栓 硫化鉄 

固体の加熱実験 薬さじ 水酸化ナトリウム 

薬品の性質 乳棒、乳鉢 硝酸銀 

ナトリウム ピンセット 硝酸カリウム 

硫酸 ピンチコック 炭酸ナトリウム 

水酸化ナトリウム ろ過 炭酸水素ナトリウム 

ガラス器具の使い方 指示薬 

電気分解装置 ◎薬品の性質と使い方 BTB液 

丸底フラスコ 液体の化合物 塩化コバルト紙 

試験管 アンモニア水 フェノールフタレイン液

薬さじ 塩酸 リトマス紙 

ピンチコック エタノール ベネジクト液 

ビーカー 過酸化水素水  物 質 

ガラス棒 二硫化炭素 亜鉛 

三角フラスコ 硫酸 銅 

ゴム栓  固体の化合物（１） 硫黄 

ピンセット 塩化アンモニウム マグネシウム 

洗浄びん 塩化バリウム マグネシウムリボンの燃

焼枝つきフラスコ 塩化第二銅 ナトリウム 

ペトリ皿 酸化銀 水銀 

スライドガラス さらし粉 炭素 

乳鉢、乳鉢 水酸化バリウム 鉄粉 

ろ過 水酸化カルシウム ヨウ素（ヨード） 

計測器具の使い方 酸化第二銅 

 
<<微速度撮影映像>> 

◎植物の成長 

アサガオ 

イネ 

インゲン 

ジャガイモ 

タンポポ 

ヒマワリ 

ホウセンカ 

 

<<その他>> 

カワニナを食べるホタルの幼虫 

春の水田の生き物 
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シート 3 業界映像教材事例 
（社）日本鉄鋼連盟 
http://www.jisf.or.jp/info/library/visual/index.html 

社会の鉄鋼に対する理解と認識を深めることを目的として、製鉄所をはじめ、鉄の製品、

建設・海洋開発・都市開発等に関する紹介ビデオを無料（但し、送料実費）で貸し出して

いる。 
鉄鋼関係 

鉄鋼業と鉄鋼の製造工程 鉄鋼製品・技術 その他鉄鋼関係 

浦安鉄鋼団地－その機能と

役割 

(1)条鋼関係 18 ﾘｯﾄﾙ缶の生涯－輪廻転生

－ 

Profileof JSW 2005((株)日

本製鋼所) 

THE WORLD OF ROPES  

-－ﾛｰﾌﾟが拓く新たな未来－ 

IHI 溶接加工システム 

東の拠点 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌﾛﾝﾄ鹿

島製鐵所 

川崎製鉄の鋼矢板 KSP 後楽一丁目地冷プラント 

21 世紀の都市型製鉄所 JFE

ｽﾁｰﾙ東日本製鉄所（千葉地

区） 

TN 工法－鋼管杭の低公害中

掘り圧入工法 

鋼製配水池 

21 世紀の都市型製鉄所 JFE

ｽﾁｰﾙ東日本製鉄所（京阪地

区） 

神鋼の線材 わたしたちの暮らしと防食

「錆・さび・サビ」 

よりよい明日をめざして(中

部鋼鈑(株)) 

(2)鋼板関係 建築鉄骨の建設－鉄骨建築

ﾋﾞﾃﾞｵ教材ｼﾘｰｽﾞ－ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ α 交通産機品 

ｶﾝﾊﾟﾆｰ製鋼所 

限りなく広がる亜鉛めっき

網板－錆を制するものは未

来を征す－ 

橋を守るﾅﾌﾟｺﾊﾞﾘﾔ－銚子大

橋塗り替え工事記録抜粋 

地球と共に、地球を守る 大

同特殊鋼 

厚板鋼板の出来るまでｼｬﾘﾝ

ｸﾞ業のあらまし 

豊かな環境創世の可能性を

求めて－ｶｺﾞﾄｯﾌﾟ－ 

２１世紀・日本の鉄鋼 ぶりき－創造と挑戦 鋼材の材料試験－鉄骨建築

ﾋﾞﾃﾞｵ教材ｼﾘｰｽﾞ－ 

ようこそ 水島製鉄所へ(総

合編） 

明日を創る外装用鋼材 接合編－鉄骨建築ﾋﾞﾃﾞｵ教材

ｼﾘｰｽﾞ－ 

ようこそ 水島製鉄所へ(製

品・ﾌﾟﾛｾｽ編） 

新時代の建築外装材－魅力

ある塩ビ鋼板 

座屈編－鉄骨建築ﾋﾞﾃﾞｵ教材

ｼﾘｰｽﾞ－ 

鉄は国家なり－産業の母と

しての 100 年史－ 

耐候用ｱﾙｽﾀｰ鋼板 水と緑の地球とともに－新

日鉄の環境対策 

鉄に生きる 神戸製鋼所 

加古川製鉄所 

川鉄の自動車用鋼板－クル

マの服地－ 

東京打刃物 

Welcome to IRON WORLD－綾

と茜の不思議な体験－ 

(3)鋼管関係 鉄の自由さと優雅さ(日本建

築画像大系） 

新世紀への鼓動－溶融還元

製鉄法 DIOS－ 

PLAD 工法－洞海湾・博多湾横

断 

炎の芸術－日本刀 

その他 ﾌﾛｰﾒｲﾄ SCT 溶接－未来へつなぐ先端技
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術 

 (4)特殊鋼関係 金属－ミクロの世界 

 ｽﾃﾝﾚｽのﾘｻｲｸﾙ－鉄道車両を

中心に－ 

日本の鋸 

 新日鉄のｽﾃﾝﾚｽﾘｻｲｸﾙ 和鍋風土記 

 ﾀﾌﾃﾝ・腐食にタフなｽﾃﾝﾚｽ その他 

 ｽｰﾊﾟｰｽﾃﾝﾚｽ SUS447J1 関西国

際空港旅客ターミナル 

 

 ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ鋼建築の誕生  

 ステンレス物語  

 (5)土木用加工製品  

 つばさ杭－基礎杭の世界をﾘ

ｰﾄﾞする鋼管杭 

 

 NM ｾｸﾞﾒﾝﾄ－実用化されたﾎﾞﾙ

ﾄﾚｽ工法 

 

 新日鉄の広巾型鋼矢板  

 その他  
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建設関係 

建築 土木 

(1)技術・工法 (1)橋梁関係 (4)都市開発関係 

地震の揺れを制する 鹿島

の制震技術 

なぎさ・ﾌﾞﾘｯｼﾞ－ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ PC

斜張橋－ 

市街地の再生 

江ノ島頂上部再製備事業－

江ノ島灯台建替工事－ 

明日への架け橋 PC 斜張

橋・ﾂｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞのと 

ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾛﾝﾄの現代的展望 

積水ﾊｳｽの免震住宅 明石海峡大橋・鋼床版舗装 新都市時代の複合開発 

ﾆｯﾃﾂｽｰﾊﾟｰﾌﾚｰﾑ工法 東京港に虹を架ける－ﾚｲﾝﾎﾞ

ｰﾌﾞﾘｯｼﾞの建設工事記録－ 

都市生活に豊かな文化を 

ﾋﾞｯｸﾞｱｲ 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園総

合競技場 

東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ－海底ﾄﾝﾈﾙを

掘る 

ｱｰﾊﾞﾝﾙﾈｯｻﾝｽ／世界の都市再

開発 

21 世紀のｽﾎﾟｰﾂの庭 札幌ﾄﾞ

ｰﾑ 

東京湾横断道路－橋梁－ (5)ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 

ABCS 全自動ﾋﾞﾙ建設ｼｽﾃﾑ 橋は生きている－児島・坂出

ﾙｰﾄ 

波食いｸｼﾞﾗの物語－波ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ利用技術の研究開発－ 

今、21 世紀ｵﾌｨｽ 大林組本社

ﾋﾞﾙ 品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨ B 棟 

斜張橋をかける・戸田公園大

橋 

新都市型火力ﾀﾜｰﾎﾞｲﾗｰ誕生

－電源開発磯子発電所新1号

機 

SEIBU DOME 既存球場に屋

根をかける 

(2)ﾄﾝﾈﾙ関係 LNG 地下ﾀﾝｸの 先端技術 

超高層居住の豊かさを求め

て 立体ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｴﾙｻﾞﾀﾜｰ

55(非売品) 

超大断面ｼｰﾙﾄﾞの限界に挑む

－MMST 工法 

深部地熱開発に挑む－葛根

田地熱発電所第 2号機の建設

－ 

神戸製鋼のｽﾁｰﾙﾊｳｽ 水路を拓く－ｺﾏﾂのﾄﾝﾈﾙ機械

－ 

超低音の技術に挑む－大分

LNG 基地建設の機器部材の製

造 

地震に強い住宅・鉄骨造住宅

を点検する 

我が国 大級の道路空間を

掘る 第 2東名高速道路 金

谷ﾄﾝﾈﾙ東工事 

夢の高速増殖炉をめざして

－もんじゅ原子炉容器部材

の製造 

ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰの軌跡 都市の地下をひらく－ｼｰﾙﾄﾞ

工法先端技術－ 

(6)その他 

無柱空間の創造 長浜ﾄﾞｰﾑ

建設記録 

ﾖｰﾛｯﾊﾟの夢を実現－ﾄﾞｰﾊﾞｰ

海峡海底鉄道ﾄﾝﾈﾙ－ 

民衆のために生きた土木技

術者たち 

防火材料で安全建築を (3)海洋開発関係 ﾆｯﾎﾟﾝ近代化遺跡への旅 

 ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄ・海に浮かぶ大地(総

集編) 

日本の近代土木を築いた人

びと 

(2)その他 海底ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾘﾌﾚｯｼｭ工法 ﾋﾟﾗﾐｯﾄ建設技術の謎に迫る!

－ﾋﾞｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと建設技術 

よみがえる明日館 ﾌﾗﾝｸ・ﾛｲ 防波堤ｹｰｿﾝ建造の先端技術  
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ﾄﾞ・ﾗｲﾄのおくりもの －東電原町火力発電所－ 

古代の文明と都市の構造－ｺ

ﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽで見る－ 

大水深いわき沖への挑戦  

明治建築をつくった人びと

－ｺﾝﾄﾞﾙ先生と四人の弟子－ 

海の礎－明石海峡大橋主塔

基礎総集編－ 

 

大阪城天守閣－平成の大改

修 

  

都市はじめて物語－ﾓﾀﾞﾝ昭

和の東京－ 

  

環境親話－時を越えて活き

る建築・都市づくりをめざし

て 
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輸送／機械・プラント／その他 

輸送関係 機械・プラント関係 その他 

(1)船舶関係 青い空を守る－IHI 排煙処理

システム 

今日から始めよう、あき缶の

ﾘｻｲｸﾙ－ﾘｻｲｸﾙ戦士、ｽﾁｰﾙﾏﾝ大

活躍？の巻 

日本の海運－日本の暮らし

と産業を支える－ 

生まれ変わるﾌﾟﾗｽﾁｯｸ－ｺｰｸｽ

炉化学原料化法 

しごとﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ－金属製錬技

術者 

海の大動脈・内航海運 一般廃棄物のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類の高

炉原料化技術 

鉄の覚醒 

日本の海運 50 年の歩み 飲料水兼用耐震性貯水槽 ｽﾍﾟｰｽﾌﾛﾝﾃｨｱ IHI の宇宙開発 

鋼材ＲＯ－ＲＯ船の誕生 21 世紀に向けた新物流ｼｽﾃﾑ 鋳造－ものづくりのｲﾝﾌﾗｽﾄﾗ

ｸﾁｭｱ 

(2)鉄道関係 生き活き都市をｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 材料電磁ﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞの世界 

夢の超特急 砕氷型造雪ｼｽﾃﾑｽﾉｰｶｲｻﾞｰ 素形材－ものづくりの原点

－ 

京葉都心線－その新しい技

術 

21 世紀を支える 新鋭原子

炉圧力容器の製作 

高圧力の世界 

輝き、未来へ･････－ｵｰﾙｽﾃﾝﾚ

ｽカー時代を開く 

ゆたかな未来の創造－三菱

重工業の鉄構製品 

新しい粉末治金の世界 

(3)自動車関係 人間の未来を創る工業炉 切断への招待・切る 

未来への選択－天然ｶﾞｽ自動

車を知っていますか？ 

ｽﾏﾄﾗに築く－ｾﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝﾄ建設

記録 

振動の世界 

未来へ続くクルマづくり その他 その他 

世界は動き出している－天

然ｶﾞｽ自動車の時代へ 

  

電気自動車って、なんだ？   

(4)都市交通   

新交通ゆりかもめ   

新交通ｼｽﾃﾑ無人運転－六甲ﾗ

ｲﾅｰの一日 

  

HSST・実用期を迎えた新時代

の交通ｼｽﾃﾑ 

  

三菱懸垂型ﾓﾉﾚｰﾙ/都市空間

を安全に快適に 

  

その他   

 



 104

1－5－7 教材関連の情報リンク集の例 
 
   岩手県立総合教育センター  
     教育リンク集 イーハトーブリンク 中学校理科より 

 

【理科全般】  

1. 福島県葛尾村立葛尾中学校 「理科の部屋」が充実。渡部先生。  

2. 山形県小国町立白沼小中学校 今先生の理科実験工作室などがある。  

3. 青森県十和田市立十和田中学校 前田先生の中学校理科の実践記録。  

4. 広島大学附属福山中学・高等学校 理科教育の部屋が充実している。  

5. 岡山県岡山芳泉高等学校 理科実験・観察データベース作成プロジェクト。  

6. 立命館中学校／高等学校 教科教育の取り組みの報告のページ。  

7. 鳥取大学教育学部附属中学校 中学生向け資料室が充実している。  

8. 楽しい授業ｉｎ和歌山 先生用。理科の仮説実験授業の紹介。  

9. 理科教育メーリングリスト 先生用。授業の報告、教材などの情報交換など。  

10. 学びの国リンク集 新学社の理科リンク集。充実している。  

11. こねっと博物館 旧こねっとワールド。こねっと図書館－理科のページへ。  

12. 自然とマルチメディア ＮＴＴのページ。膨大な量の情報網です。必見。  

13. 大日本図書 授業で使える画像データ集が豊富。利用しましょう。  

14. 中村理科工業 理科教材を作っている会社。授業に役立つ情報も多い。  

15. 湯沢市理科教育センター メダカの飼い方、ジャガイモ栽培なども掲載。  

16. 文部科学省 旧科学技術庁はここから。原子力などの情報。  

17. 国立科学博物館 南極情報、実験植物園、カラスの調査など。  

18. 仙台市科学館 東北６県の自然史図鑑や気象のページなど。必見。  

19. 横浜こども科学館 人工衛星情報など、宇宙や天文についての話題が多い。  

20. 厚木市子ども科学館 生徒に「科学のおもちゃばこ」を見せたい。  

21. 福井県立博物館 恐竜情報が充実。発掘事業の話題など。  

22. 名古屋市科学館 プラネタリウム、天文情報などがある。  

23. ハイパーメディア学習図鑑 岐阜大学。岐阜県の帰化植物、地学、野草など。  

24. マルチメディア素材図鑑 同上。アゲハのサナギや羽化の様子など。  

25. ＮＨＫエデュケーション 「教材」のページには理科実験など多数。  

26. 電脳科学倶楽部 全国の理科系クラブのネット。科学クラブの人は集まれ。  

27. インターネット版【なるほどの森】 各賞を受賞しているモリユミコさんのページ。

家庭で理科の実験を。  

28. なんでも実験室 石けんからローソクを作る方法など、知っていますか？  

29. 学研・サイエンスキッズ 学研の「１～６年の科学」に寄せられた質問と回答。  

30. 学研「科学のふろく」 懐かしいですね。まだ持っている物ありますか？  

31. ニュートンホームページ  雑誌Ｎｅｗｔｏｎのホームページ。  

32. Ｎａｔｕｒｅ 先生向き。イギリスの科学論文雑誌「Nature」の日本語ページ。  

33. 公立高校入試情報 新学社のページ。出題傾向、新傾向問題など。  

34. 小・中学生のための理科どうして？ 岩手大学教育学部理科教室の学生が質問に答

えてくれます。  

35. 岩手理科教育ネットワーク「SCIENCE」 教師、学生、研究者、技術者などが参加。

理科教育と環境教育に関する意見交換を行う。  

36. 科学技術振興事業団 科学に関する膨大な情報が公開されている。  
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37. インターネット版【理科の部屋】 理科教育に関する実践・実験集の紹介や授業の

視点でまとめた URL 集。  

38. インターネット版【お薦め実験】 NIFTY-serve 教育実践フォーラム【理科の部屋】

で話題となったもの。力学、熱、波、音など。  

39. 学研キッズネット 実験キットや 100 円グッズで作る大実験などがある。  

40. かがっきーず 子どもたちの身の回りにある「不思議」や「疑問」を科学的な視点

から答えてくれる。  

41. 斎藤の部屋（理科） たくさんの実験や実践事例を紹介しています。実験の様子を

写真で紹介しているもの もあります。  

42. NGK サイエンス・サイト 日本ガイシ（株）提供。Newton に掲載されている「家

庭でできる科学実験シリーズ」など。  

43. こうのあきらのがらくた箱 実験に関する情報や便利な教材・教具の紹介がある。  

44. 原子力図書館 げんしろう 原子力百科事典、原子力に関するクイズ等。  

45. TEPCO Nuclear Information 東京電力の原子力情報コーナー。アニメ形式で原子力

や放射線を解説。  

46. 東北電力 原子力情報 なぜなぜコーナー Q&A 形式で原子力に関する疑問をわか

りやすく解説。  

47. みんなの理科教室 愛知教育大学教育学部物理学教室石田研究室のページ。小・中

学生が質問できるコーナーも。  

48. サイエンスＱＡひろば 科学技術振興事業団。複数の回答をもらったり、回答者と

のやりことも可能なようです。  

49. Wing のオモシロなんでも実験室 親子で楽しめる実験の手順や材料、道具の工夫

など。  

50. 海老崎功の実験室 ホームページ作者が子どもたちの前で実践した演示実験や生

徒実験を紹介。  

51. 盛岡市子ども科学館 プラネタリウムやおもしろ実験広場など。更新も頻繁。  

52. 田中舘愛橘記念科学館 二戸市に平成 11 年オープン。様々なイベントがいっぱい。  

53. 兵庫県立人と自然の博物館 自然に関するデータが数多く公開されている。  

54. 岡山県玉野市立東児中学校 「理科」のページが充実。Dr.ムーンの理科の授業な

ど。  

55. 埼玉県蓮田市立蓮田中学校 「理科は感動だ！」数多くの観察・実験の事例を紹介

している。  

56. 高知大教育学部附属中学校 「教科の部屋」の中の「理科の部屋」が充実。  

57. 茨城県水海道市立西中学校 植物を名前、作り、場所などから検索できるようにし

ている。  

58. 私立駿台学園中学・高校 毎月「駿台天文講座」を一般公開している。  

59. 私立帝京大学中学高校 生物を中心に、校内研究や実践の様子を詳しく紹介。  

60. 化学実験における事故例 過去の事故例の検証、学校で使われている化学薬品の特

性等。  

 

 

【物理・化学】  

1. 四天王寺高等学校・中学校 物理科の檀上先生のページ。  

2. 大阪府立寝屋川高等学校神川先生 物理授業用 Windows プログラム等。  

3. 物理"投げ込み教材"開発室 金子望氏。ペットボトルロケットの教材化他。  

4. 理科実験工作室 イグチアキラさん。実験の器具や方法。小中学生にもＯＫ。  
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5. 分子や原子の写真 IBM Almaden Research Center Visualization Lab.（英語）  

6. 京都府和知町立和知中学校 「環境調査隊のページ」に酸・アルカリや酸性雨調査

について。  

7. 物理を学ぼう 物体の運動、仕事とエネルギー、単振動、円運動と万有引力、気体

の分子運動などについて。  

8. どんなんかな核融合 核融合とはなにかわかりやすく絵などを使って説明してい

る。  

9. 松下電池 ゆかいな電池の森 「電池の森」に行こう。遊びながら電池について学

べる。  

10. TDK じしゃく忍法帳 身の回りに使われている磁石とその科学を説明。  

11. のりさんのパソコン物理 簡単な操作で物理を楽しめる自作のシミュレーション

教材の紹介など。  

12. 素粒子事典 素粒子や、素粒子関連用語を解説。単語ごとにまとめられ、まさに事

典として活用できる。  

13. 化学物質データベース 化学物質から農薬分析法まで検索できる、高度な検索サイ

ト。  

14. いますぐできるわくわく化学実験 高校の化学の学習内容で掲載。中学でも取り入

れることができそう。  

15. 私の好きな化学実験や反応の紹介 様々な実験が紹介されている。  

16. すぐできる☆なるほど☆ザ☆化学実験 日本分析化学専門学校。身近な材料ででき

る簡単な理科実験を紹介。  

17. 身の回りの化学 小・中・高校の理科教育の中で化学教育の分野に関連のある情報

を提供。  

 

【地球科学】  

1. 宇宙科学研究所 電波天文衛星「はるか」の 新レポートなど。  

2. 国立天文台 天文学の総合情報サイト。話題の天文現象、豊富な画像など。  

3. 気象庁 台風や大雨，地震，火山，海洋，気候変動などの基本的な知識。大変充実

している。  

4. 日本気象協会 気象情報や、気象予報士についてなど。  

5. 国立極地研究所 南極の情報がいっぱい。ペンギンの写真もあります。  

6. 東京大学地震研究所 近の地震・火山活動。  

7. 気象衛星「ひまわり」雲画像集 高知大学のページ。授業に使えますよ。  

8. 高知大学気象情報頁 ひまわり(GMS)や極軌道衛星による画像。  

9. 佐治天文台 鳥取県にある。わかりやすい説明で、中学校理科にぴったり！  

10. みさと天文台 和歌山県にある。学校との遠隔授業などインターネットを使った教

育活動も。  

11. 「満天星」 ヤッピースクール。石川県柳田村の星の観察館。  

12. 大野一郎の天体写真ギャラリー 星雲、星団、太陽系や彗星などの写真。  

13. Satellite Image Archive for Network NOAA、GMS からの画像等。  

14. Nebulae Clusters galaxy はくちょう座、いて座、カニ星雲などの星座や星雲。  

15. Let's Observe Comets 彗星や流れ星の解説。彗星の画像が美しい。  

16. ＡｓｔｒｏＡｒｔｓ 今月の星空もすぐ見られます。情報が満載。  

17. 星と友達になろう  ＮＴＴによる、宇宙の情報を楽しく紹介するホームページ。  

18. 星のお話の部屋 お勧めです。日本やギリシャの星の伝説・神話。  

19. 星の神殿 七夕やギリシア神話など、星にまつわる神話伝説。  
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20. ＴＢＳウェザーガイド 明日の天気は？ ゲレンデ情報、世界の天気もある。  

21. 地震学入門 地震を知り、身を守る地震防災マニュアル。  

22. 気象情報と防災 牛山素行氏のページ。気象情報、防災情報など。  

23. ＮＡＳＡ 言わずと知れたＮＡＳＡ。一度は行ってみよう。（英語）  

24. スペースシャトル スペースシャトルの 新情報（英語）。  

25. ハブル宇宙天文台 大気圏外からの天体の画像。（英語）  

26. アメリカの気象衛星写真 リアルタイムで天気・気温などがわかる。（英語）  

27. 早稲田大学村岡研究室の吉田氏のページ 「天文」について分かりやすく説明され

ている。  

28. 日本プラネタリウム協会 日本のプラネタリウムの情報を満載。  

29. 宇宙開発事業団 「NASDA キッズ」は子どもに読ませたい。向井さん、毛利さん

の写真もある。  

30. キッズ★ギャラクシー 宇宙科学研究所による子ども向けサイト。宇宙の不思議や

宇宙での仕事など。  

31. きらら室根山天文台 岩手県外からも天文ファンが訪れる。１度は行ってみたい。  

32. 岩手山銀河ステーション天文台 現在準備中。  

33. ウェザーニューズの Cyber Weather World リクルート提供。気象に関する情報が満

載。  

34. ザ・ナインプラネッツ 千葉学芸高校。太陽系９惑星についの「The Nine Planets」

の日本語版。  

35. ハブル望遠鏡 ハブル宇宙望遠鏡からの画像を日本語で解説したサイト。  

36. 星座早見表 希望の月時を指定してその時の星空を見ることができる。  

37. 全国の公開天文台ＨＰ 全国の公開天文台のリンク集。  

38. プラネタリウムのＨＰリンク ＨＰを開設している全国のプラネタリウム施設を

網羅している。  

39. ロマンチックな星座の世界 中央下のスライドバーを動かすと何月に何がどう見

えるか表示される。きれい！  

40. Stellar Scenes 彗星、星雲星団、星座、天の川、月等のジャンル別天体写真の展示、

解説。  

41. お星様とコンピュータ 指定した日時の日本や世界の星座を見ることができる。  

42. Aurora Photo Gallery プロカメラマンの手によるオーロラ写真の数々。  

43. The Aurora アサヒビール自然科学教室。オーロラに関する科学的解説。  

44. 雲をつかむような話 小中学生向け。現役高校生グループが制作。（Thinkquest2000

参加作品）  

45. 日本火山学会 火山や地震に関する疑問、質問に専門家が答えてくれる。  

46. 化石のホームページ 化石年代記、発掘体験記、採取方法の解説、化石ニュースな

ど。  

47. 鹿沼の地質 全国的にも有名な「鹿沼土」の地質について。授業の教材としても使

用可能。  

48. 定点観測プロジェクト teiten2000 全国各地の今の様子（写真、気象データ）が見

られる！  

49. 自然現象のおこり 雷や雲、その他自然現象が発生する仕組みをわかりやすく説明。  

50. 観天望気・雲と天気 写真付きで雲の種類を解説している。  

51. 全気象京都分会・雲の種類 雲を学術的に分類。さらに細かな分類も。  

52. 森田さんのお天気ですかぁ 新のお天気解説がある。Q&A のコーナーもおもし

ろい。  

53. 台風豆知識 台風の仕組みから呼称に関する話まで。  

54. 地震の心得 防災に関する情報が多い。地震の学習の延長として。  

55. そらの探検隊 「空」と「宙」について楽しく学ぶページ。  
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56. 福島県葛尾村立葛尾中学校 「定点気象観測」のページへ行こう。すごい。  

57. 滋賀県大津市立瀬田小学校 気象観測装置や「台風の動きと天気の変化」の授業な

ど。  

58. 神奈川県箱根町立仙石原中学校 昭和 24 年から気象観測活動を継続。平成 10 年以

降の気象月報を掲載。  

59. 星座早見盤 あの「星座早見盤」がそのままパソコンの画面に！ 小学生でも使え

る。  

60. 大地の変化 高知県の中学校の網藤先生が作成。「大地の変化」の指導案やプリン

トなど。  

 

 

【生物・自然・環境】  

1. 宮古市立亀岳中学校 フクロウの鳴き声調査。  

2. 山形県小国町立白沼小中学校 電気植物図鑑が有名。  

3. 全国発芽マップ 日本各地の学校で同じ種を同じ日に植え、成長を記録。  

4. 顕微鏡の使い方 中学生を対象にした顕微鏡の扱い方と顕微鏡写真。  

5. 東北大学理学部自然史標本館 カンブリア紀のアノマロカリスの化石など。  

6. 奈良教育大学自然環境教育センター こうもり、鹿、へび、きのこなど。  

7. ハイパー植物図鑑 東海大学による植物図鑑。約 500 種類の園芸植物の検索。  

8. 中央水産研究所 「マイワシの不思議」や「サンマの話」など。  

9. 石川県林業試験場 いしかわ森林図鑑、森の生き物たちの写真集など。  

10. 木の博物館 木に関することなら、是非ここを訪れましょう。  

11. 日本野鳥の会 野鳥の美しい写真でいっぱい。キーワードで検索可能な野鳥図鑑も

ある。  

12. 日本産アリ類カラー画像データベース 日本蟻類研究会。アリ 258 種の解説。  

13. セトケン・ニューズレター 日本海セトロジー研究グループ。クジラ情報。  

14. 微小貝 山田まち子さん。絶滅の危機に瀕している小さな貝類のページ。  

15. ノーチラス 昆虫や水中生物について学ぼう。  

16. 白山恐竜パーク白峰 タイトルをクリックすると恐竜の声が聞こえる。  

17. 恐竜の楽園 恐竜や化石について学ぼう。  

18. 写真で見る外来雑草 全国の飼料畑等で増大している外来雑草の数種類。  

19. 季節の花３００ 花の写真集。心がなごみます。  

20. 野草図鑑 身近な野草の解説と教材化の視点について掲載。  

21. American Museum Of Natural History 恐竜の展示物や画像が豊富。（英語）  

22. The UC Museum of Paleontology 恐竜の大図鑑のページ。（英語）  

23. DINOSAURIA ON-LINE 恐竜の話題、名前の辞書など。画像も豊富。（英語）  

24. Yachoo! オンライン野鳥図鑑 美しい野鳥の写真や生態、見分け方など。  

25. インターネット版 植物の生殖 広島大学教育学部理科教育学講座のページ。  

26. 日本昆虫協会 昆虫採集の基本を教えてくれます。  

27. 昆虫エクスプローラー チョウやトンボが写真、名前、説明入りで楽しめる。  

28. 鳴門教育大学環境教育 環境教育の実践例など。  

29. 佐賀県教育センター 環境教育の授業での利用を前提に作成されている。  

30. 地球環境問題リンク集 温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、海洋汚染など。  

31. 独立法人 国立環境研究所 地球温暖化問題や人工衛星によるオゾン層観測など。  
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32. インターネットスクール・たったひとつの地球 ＮＨＫ教育テレビで放送中の環境

教育番組のホームページ。  

33. 日本生物教育学会 会員の実践報告や観察・実験のアイディアなども掲載。  

34. EIC ネット 環境情報案内・交流サイト 上の国立環境研究所のページ。「環境ク

イズ」などもある。  

35. EIC ネット このゆびとまれ！ エコキッズ 同じく国立環境研究所のページ。子

ども向け。  

36. インターネット自然研究所 環境省。各地の国立公園に設置されているライブカメ

ラがお薦め。  

37. 全国発芽マップ 同じ日に同じ植物を観察するプロジェクト。あなたの学校も参加

しませんか？  

38. インターネット図鑑リンク 魚、蝶、昆虫、植物、原生生物など、授業に役立つネ

ット図鑑のリンク集。  

39. いきものネット 動物や水中などオリジナル映像いっぱいの自然サイト。  

40. 教室生き物ワールド 教室生き物の飼育のポイントを解説。質問ができる掲示板も

ある。  

41. 昆虫採集と昆虫標本の作り方 昆虫の採り方や飼い方、標本の作り方などがわかる。  

42. かたつむりの館 生態はもちろん、教材としてのカタツムリについても紹介。  

43. Tsukuba Botanical Garden 筑波実験植物園。植物図鑑、植物 Q&A、植物ギャラリ

ーなど。  

44. WNN GARDEN 総合ガーデニングサイト 世界の庭や植物園（リンク集）を見て楽

しめる。  

45. 生活の中の科学 ミニ植物図鑑のページや地域の神社の調査など生活に密着した

内容を掲載。  

46. カネゴン先生の草本教室 カネゴン先生が沼の植物や身近な草木を紹介。花、葉、

茎の説明もしている。  

47. デジタル植物園 京都新聞。府立植物園で収集栽培されている約 1 万 2000 種から

月ごとに紹介。  

48. 植物検索事典「なんやろ」 野生の植物を中心に約 2,400 種類の植物の検索が可能。  

49. 身近な酸性雨の影響 酸性雨がアサガオに与える影響など。子ども向けのページ。  

50. 教材としての走査型電子顕微鏡画像集 動物、植物の入手しにくい高倍率の画像を

フリーで提供してくれている。  

51. ミクロの世界 自然に関するものを拡大して詳しく見ることができる。アリや蚊な

どの拡大図は圧巻。  

52. バイオ DE クイズ 協和発酵のホームページ。微生物について学習できる。  

53. 誠詢博物館 化石のページと微小貝のページがある。  

54. 発展学習・自由研究のワークシート集 小中学生向きの発展学習・自由研究のワー

クシート集。  

55. 岐阜の野草 岐阜県の 146 種類の野草の写真が掲載されている。  

56. 日本の鳥シリーズ (株)サントリー提供の愛鳥キャンペーンの中にあり、イラスト

と文章で鳥を紹介。  

57. 野鳥と教育～鳥を学ぼう～ 宮城県の小学校の先生。野鳥への給餌や伊豆沼を調査

する環境教育実践例。  

58. (財)日本鳥類保護連盟 「野鳥マメ知識」や「バードウォッチングに出かけよう」、

野鳥の保護活動など。  

59. H.Hiraizumi's Birding Page 情報満載リンク集。「身近な野鳥で環境診断」は環境問

題の学習にも。  

60. 野鳥の杜 日本国内に生息する野鳥のオリジナル写真を 400 種以上掲載している。  

61. BIRDER 文一総合出版のページ内にある、バードウォッチングマガジン。  
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62. 日本のホタル前線 「ホタル写真館」、「動くホタル」（映像）、「ホタルを育て

る」、「Ｑ＆Ａ」など。  

63. 河合の宝「ゲンジボタル」 小・中学生向け。藤井さんの「愛知県岡崎市のゲンジ

ボタル」内にあるページ。  

64. 大分発のホタル情報 高校の理科の先生だった中村さん。ホタルの生態・生育に関

する情報が詳しい。  

65. うさぎ小屋 NAGA 日本全国のホタル情報満載のリンク集がある。  

66. 発進！発信！ほたるプロジェクト 高梁市立福地小 5・6 年生が取り組んだホタル

を守る活動。参考になる。  

67. ホタルのページ ホタルが自然生息していない狭山市でホタルの回帰活動をしよ

うと試みたページ。  

 
Copyright(c)1997-2003 Iwate Prefectural General Education Center.  
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第２章 中学校理科教育の現状に関するアンケート調査 

 
2－1 アンケート調査の狙いと内容 

 
 中学校の理科・技術教育における実験用を主体とした機器・器具などの教材に関する現

状及び各種のものづくり活動の普及状況などを主体に、全国の中学校に対してアンケート

調査を実施した。 
全国の中学校は公立で約 9,500 校、私立で約 620 校あるが、今回の調査では公立私立併

せて各都道府県において平均的に約半数（4,445 校）を無作為抽出してアンケートを送付

した。 

 
 アンケートでは、中学校の理科教育を含むカリキュラムの内容は、基本的に学習指導要

領にしたがって実施されていることを考慮しつつ、理科教育を中心に、一部で技術に関す

る内容も包含しながら、各校の実情を述べて頂くことを主眼に質問を作成した。 
 今回の主眼である「ものづくり」教育に関連して現在推進されている種々の活動に関す

る理科・技術教育担当者の意識調査の面も部分的に加味した。 
 特に、現状の教育状況について細かな質問への選択的回答を出来るだけ避けて、理科教

育の各項目における担当教員のコメントをお願いする形式とした。 

 
 その結果の概要を「2－2」以下に示す。 

 
2－1－1 アンケートの内容 

  
 アンケートの質問内容は以下の通りである。 

 
中学校の理科-技術教育における教材に関する調査票 （＊） 

問-1 貴校に関する基本情報を記述ください 

① 所在地 ：（   ）都道府県（    ）郡市（    ）区、町、村 

② 設置形態：①国立 ②県立 ③市立 ④区立 ④町村立 ⑤私立  

(付属校の場合、母体の形態) 

③ 中高一貫校ですか：  ① はい ② いいえ 

④ (匿名可)貴校の名称：（      ）連絡先（   ）FAX 番号（    ） 

 

問-2 生徒数(概数でも結構です)  ： 1 年生（  ）2 年生（  ）3 年生（  ） 

 

間-3 理科-技術教育の時限数、週平均：1 年生（  ）2 年生（  ）3 年生（  ） 
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間-4 「ものづくり」教育活動(注 1)についての関わりをお聞きします  

(下記のいずれかを選択ください) 

 ① ほとんど聞いたことがなく行事に参加したことがない 

 ② 少しは関心があり資料などを読んだり調べたことがある 

 ③ 関連する行事に参加したことがある 

 ④ 関連する教材-資料等を学校にて授業に用いたことがある 

(注 1)ここでの「ものづくり」教育活動とは、ものづくりを通しての体験的な学習を支

える、学校教育、地域の協力、各種行事など、関連する教育-学習活動を含みます。 

 

問-5 文部科学省の科学技術-理科大好きプラン等の活動に関して 

 ① 理科大好きスタイルの指定校である/あった   ： ① はい  ② いいえ 

 ② 理科大好きモデル地域事業に参加している/した ： ① はい  ② いいえ 

 ③ 理科大好きボランティア・理科大好きコ-ディネ-タ・と一緒に活動をした経験があ

る： 

         ① はい  ② いいえ 

 ④ 理科大好きプランに対応した授業を実践したことがある： 

         ① はい  ② いいえ 

 

問-6 地域の技術-理科系の教育-啓蒙活動などについて 

 ① 地域科学館連携にて科学館などを見学や体験学習として活用している： 

               ① はい  ② いいえ 

 ② 上記①の活用頻度(概算で)： ① 年/1-3 回、 ②年/4-9 回、 ③年/1O 回以上 

 ③ 地域子ども教室事業に参画し学校の施設を開放または提供している： 

               ① はい  ② いいえ 

 ④ 地域の高専、大学等の機関によるものづくりや技術の体験行事などがあり、学校と

して参加している：   ① はい  ② いいえ 

 

問-7 全国規模のものづくり教育大会の事例への参加などをお聞きします 

 ① 全日本中学校技術-家庭科研究会主催の「学びんピック」をご存知ですか： 

         ① はい  ② いいえ 

 ② ①「はい」の方に：学校から参加したことがある： 

         ① はい  ② いいえ 

 ③ (社)全国木材組合連合会他による「全国中学生ものづくり競技大会、めざせ!!木工

の技」を知っている： ① はい  ② いいえ 

 ④ ①「はい」の方に、大会に学校から参加したことがある： 
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         ① はい  ② いいえ 

 

問-8 文部科学省、経済産業省などが推進している地域の企業や熟練技能技術者などの参

加を含む、地域自律-民間活用型キャリア教育プロジェクトについて 

 ① プロジェクトの実施を知っている： 

         ① はい  ② いいえ 

 ② 地域の指定校になった経験がある： 

         ① はい  ② いいえ 

 ③ 地域のプロジェクトに参加あるは活用したことがある： 

         ① はい  ② いいえ 

 

問-9 「ものづくり日本大賞」が平成 17 年度から実施されていることを知っている 

         ① はい  ② いいえ 

 

問-1O 上記以外に、地域の大学、高専、商工会議所、教育委員会、学会、企業等において、

小中学生を対象とした体験実験、ものづくり教室、などの参加した活動-行事などが

ありましたら、事例をご記入ください。 

 

問-11 「理科」「技術」の教育-実験等の進め方について(複数選択可) 

 ① 実験・体験学習など現状の教員にて足りている 

 ② 実験・体験学習における準備や実験実施の補助要員が欲しい 

 ③ 地域や企業の専門家による実験や指導などの仕組みがある 

 ④ 地域や企業の専門家による実験や指導などは指導要領からはずれ、効果は薄い 

 ⑤ 地域や企業の専門家による実験や指導などに対する子供たちの関心は高い 

 

問-12 生徒参加型の実験や体験学習などの「ものづくり教育」についての実施状況につい

て(複数選択可) 

 ① 理科-技術教育の内容の学習で手一杯で実験・体験学習などになかなか時間が取れな   

   い 

 ② 生徒参加-体験型用の良い教材がなく実施が難しい 

 ③ 「ものづくり教育」としての実験などで、原理などを生徒にうまく理解させる方法-

手法が難しい 

 ④ ものづくり教育を理科-技術の教育以外に実施する必要性は低い(理論を覚えること

が優先される) 

 

問-13 製造業などの「ものづくり」に対応した教育-教材の内容や提供方法、例えば、メ
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ディアの利用、e-ラ-ニングの活用、工場・現場の活用、教材作成などについて、ご

自由にご意見や提案などをご記入ください 

問-14 生徒たちの「ものづくり」ヘの関心・興味の発端や程度について感想を聞かせてく

ださい(複数選択可) 

 ① 理科・技術の実験や体験学習で、「ものづくり」ヘの興味や関心が向上している 

② 実験や体験学習で、嫌悪感を感じて、理科や技術、ものづくりから離れていく事例

がある 

 ③ 実験や体験学習で、面白い現象や意外性などを見せないと関心や理解が得られない 

 ④ ナイフや火-炎など安全の確保の問題から実験や体験学習に制約が掛かり、手で触れ

る実験の実施などの実行が難しい事例が増えている 

 

問-15 子供たちの「理科離れ」「ものづくり離れ」などが拡大している傾向にありますが、

これらの要因について教育の現場から見た事例やご意見などご自由にご記入くださ

い 

 

以下に、学習指導要領の「理科」の第-分野(物理、化学系)および「技術」に関連する

「教材」などについてお尋ねします。ここで言う「教材」は、実験用の道具-キットや  

現象の事例を示す治具やサンプルなどを言います。 

 

問-16 「物理系」の分野の教材(指導要領での「光と音」、「カと圧カ」、「物質のすがた」、

「水溶液」を含む範囲) 

 

１） 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において 

(主な状況を選択ください。複数選択可) 

 ① 手頃なものが無く、実験・体験学習などに不便を感じている 

 ② 先生が実験をしてみせる程度で済ましている 

 ③ 生徒が数人のグル-プで実験・体験できる程度は備わっている 

 ④ 実験や体験学習が難しい項目があれば記入ください 

 

２） 手持ちの教材の調達・手当等について(複数選択可) 

 ① ここ数年同じ教材を使用している(指導要領、教科書がほぼ同じであるので) 

 ② 近、技術の動向に併せて教材を更新して生徒に見せた 

 ③ インタ-ネット等から 新の教材の入手をして授業に活用している 

 ④ 教育放送、CATV、バ-チャル実験室等のメディア教材を活用している事例があればご

記入ください： 
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３） これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例が： 

 ① 多い(50%以上)、 

 ② たまにある(50-25%程度)、 

 ③ 多忙でほとんど出来ない、 

 ④ 良いサンプルなどがなく自作に至らない 

 

４） これらの分野に関する教材で良いと思う道具などの事例あるいはあれば良いと思う

実験教材などをご記入ください 

 

 
問-17 「電気系」の分野の教材(指導要領での「電流」、「電流の利用」を含む範囲) 

 

１） 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において 

(主な状況を選択ください。複数選択可) 

 ① 手頃なものが無く、実験・体験学習などに不便を感じている 

 ② 先生が実験をしてみせる程度で済ましている 

 ③ 生徒が数人のグル-プで実験・体験できる程度は備わっている 

 ④ 実験や体験学習が難しい項目があればご記入ください： 

 

２） 手持ちの教材の調達・手当等について(複数選択可) 

 ① ここ数年同じ教材を使用している(指導要領、教科書がほぼ同じであるので) 

 ② 近、技術の動向に併せて教材を更新して生徒に見せた 

 ③ インタ-ネット等から 新の教材の入手をして授業に活用している 

 ④ 教育放送、CATV、バ-チャル実験室等のメディア教材を活用している事例があればご

記入ください： 

 

３） これらの分野における教材を学内-先生が自作にて用意する事例が： 

 ① 多い(50%以上)、 

 ② たまにある(50-25%程度)、 

 ③ 多忙でほとんど出来ない、 

 ④ 良いサンプルなどがなく自作に至らない 

 

４） これらの分野に関する教材で良いと思う道具などの事例あるいはあれば良いと思う

実験教材などをご記入ください 
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問-18 「化学系」の分野の教材(指導要領での「化学変化と原子、分子」、「化学変化と物

質の質量」、「物質と化学反応の利用」、「運動の規則性」を含む範囲) 

 

１） 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において 

(主な状況を選択ください。複数選択可) 

 ① 手頃なものが無く、実験・体験学習などに不便を感じている 

 ② 先生が実験をしてみせる程度で済ましている 

 ③ 生徒が数人のグル-プで実験・体験できる程度は備わっている 

 ④ 実験や体験学習が難しい項目があればご記入ください 

 

２） 手持ちの教材の調達-手当等について(複数選択可) 

 ① ここ数年同じ教材を使用している(指導要領、教科書がほぼ同じであるので) 

 ② 近、技術の動向に併せて教材を更新して生徒に見せた 

 ③ インタ-ネット等から 新の教材の入手をして授業に活用している 

 ④ 教育放送、CATV、バ-チャル実験室等のメディア教材を活用している 

事例があればご記入ください= 

 

３） これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例が： 

 ① 多い(50%以上)、   

 ② たまにある(50-25%程度)、 

 ③ 多忙でほとんど出来ない、 

 ④ 良いサンプルなどがなく自作に至らない 

 

４） これらの分野に関する教材で良いと思う道具などの事例あるいはあれば良いと思う

実験教材などをご記入ください 

 

 

問-19 「自然-エネルギ-系」の分野の教材(指導要領での「エネルギ-資源」、「科学技術と

人間」、「自然と環境」を含む範囲) 

 

１） 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において 

(主な状況を選択ください。複数選択可) 

 ① 手頃なものが無く、実験・体験学習などに不便を感じている 

 ② 先生が実験をしてみせる程度で済ましている 
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 ③ 生徒が数人のグル-プで実験・体験できる程度は備わっている 

 ④ 実験や体験学習が難しい項目があればご記入ください： 

２） 手持ちの教材の調達・手当等について(複数選択可) 

 ① ここ数年同じ教材を使用している(指導要領、教科書がほぼ同じであるので) 

 ② 近、技術の動向に併せて教材を更新して生徒に見せた 

 ③ インタ-ネット等から 新の教材の入手をして授業に活用している 

 ④ 教育放送、CATV、バ-チャル実験室等のメディア教材を活用している 

事例があればご記入ください： 

 

３） これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例が： 

 ① 多い(50%以上)、       

② たまにある(50-25%程度)、 

③ 多忙でほとんど出来ない、   

④ 良いサンプルなどがなく自作に至らない 

 

４） これらの分野に関する教材で良いと思う道具などの事例あるいはあれば良いと思う

実験教材などをご記入ください 

 

 

問-20 「技術系」の分野の教材(指導要領での「技術とものづくり」、「情報とコンピュ-

タ-」、を含む範囲) 

 

１） 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において 

(主な状況を選択ください。複数選択可) 

 ① 手頃なものが無く、実験・体験学習などに不便を感じている 

 ② 先生が実験をしてみせる程度で済ましている 

 ③ 生徒が数人のグル-プで実験・体験できる程度は備わっている 

 ④ 実験や体験学習が難しい項目があればご記入ください： 

 

２） 手持ちの教材の調達・手当等について(複数選択可) 

 ① ここ数年同じ教材を使用している(指導要領、教科書がほぼ同じであるので) 

 ② 近、技術の動向に併せて教材を更新して生徒に見せた 

 ③ インタ-ネット等から 新の教材の入手をして授業に活用している 

 ④ 教育放送、CATV、バ-チャル実験室等のメディア教材を活用している 

事例があればご記入ください： 
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３） これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例が： 

 ① 多い(50%以上)、 

 ② たまにある(50-25%程度)、 

 ③ 多忙でほとんど出来ない、 

 ④ 良いサンプルなどがなく自作に至らない 

 

４）これらの分野に関する教材で、良いと思う道具などの事例あるいはあれば良いと思う

実験教材などをご記入ください 

 

問-21 手作り、体験、現場・現物を見て知るなどの「ものづくり教育」が、文部科学省、

経済産業省など行政の指導の下に各種の事業として推進されていますが、教育の現

場から見た要望、改善点、ご意見などご記入ください。(教科書、指導要領、実験機

材、実験要員、地域-企業等との連携、など特に範囲は限定しません) 

 

 

質問は以上です。 
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2－2 アンケートへの回答結果概要 
   
2－2－1 アンケートの回答状況及び中学校の状況 
 

  全国の公立中学校：9,535 校、私立：621 校について、各都道府県においてほぼ半数

（4,445 校）の中学校を無作為に抽出して２－１項のアンケートを送付し、回答を郵送

にて受けた。問－1 に記載のように、回答は匿名可として実施した。 

 
（１）回答状況   
  平成 19 年 2 月末期限の回答総数は 572 通に達した。各都道府県における回答状況を、

表 2－1 に示す。回答における中高一貫校の数は 64 校、内、私立は 57 校である。 

私立の回答総数は 60 校である。 

平均回答率（対送付数）は 12.9％と当初の有識者委員会での予想を上回った。公立、

私立ともほぼ同様の回答率であった。 
回答率の地域的な傾向では、北海道・東北地区が全般的に高く、次に中国・四国地方

の関心が高い。近畿・九州地区の回答率が予想に反して低い。 
奈良、大阪、京都、沖縄、長野、東京、・・が回答率の低い地域である。これらの地

域は一般的に教育に対する関心の高いと言われる地域であり、その点では教育環境や理

科・技術教材、教員の環境など比較的よい水準にある為に、こうした調査にさほど熱心

でないとも言える。あるいはその逆の現象として、教員自体が多忙でこれらの調査に対

応し切れていないとも考えられるが、推測の域を出ない。 

   
（２）生徒数 （問－2） 
  回答した中学校の学年ごとの生徒数をベースに、学級定員：40 人としてクラス数に  
 換算して規模の目安とした。問－2 の結果を図２－１、図２－２、図２－３に示す。 

  昨今の少子高齢化の傾向を反映し、１年・２年では、１クラスと２クラスの計が 45％
ほどを占め、４クラス以上の割合は 25％以下である。 

 
（３）理科・技術授業時間数 (問－3) 
  中学校の学習指導要領によれば、理科及び技術・家庭において、年間３５週以上にわ

たって、必修教科としての授業時数は 
理科では、第１学年：１０５（３授業／週）、第２学年：１０５（３授業／週）、 

第３学年：８０（2.3 授業／週）、 
技術・家庭では、第１学年：７０（２授業／週）、第２学年：７０（２授業／週）、 

第３学年：３５（１授業／週） 
 であり、学校により選択教科等に充てる授業時数などを活用している事例がある。 



 120

  平成１２年から、いわゆる「ゆとり教育」により、理科・技術家庭で平均１．５授業

／週の減少があり（平均的に理科で 1 授業／減、技術家庭で 0.5 授業減）、時間数減は並

行して実施された教科書の見直しとともに、学習内容や実験内容に大きなマイナスの影

響を与えている。  問－3 の回答においてはまれな事例を除き、この基準に従って授業

運営をしている状況が示された。 
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 表 2－1  都道府県別中学校数および回答数 

回　答　数
送付数

（設置種） 公立 私立 公立 私立 小計 国立 市立 区立 私立 小計 総計
北海道 384 15 189 2 2 22 22 24 12.7%
青森 111 1 52 1 11 12 12 23.1%
岩手 140 2 70 13 13 13 18.6%
秋田 113 1 56 14 14 14 25.0%
宮城 154 6 77 13 13 13 16.9%
山形 85 1 43 8 8 8 18.6%
福島 160 4 79 20 20 20 25.3%

東京 829 132 480 9 9 1 11 21 2 25 44 9.2%
埼玉 444 21 186 2 2 18 18 20 10.8%
茨城 245 10 100 2 1 3 1 13 14 17 17.0%
栃木 178 8 73 1 1 9 9 10 13.7%
群馬 181 5 70 1 1 9 9 10 14.3%
千葉 407 16 190 3 3 23 23 26 13.7%
神奈川 455 63 205 9 9 18 18 27 13.2%
山梨 121 4 42 5 5 5 11.9%

新潟 251 3 113 27 27 27 23.9%
長野 200 4 67 5 5 5 7.5%
富山 85 1 40 6 6 6 15.0%
石川 109 2 44 1 1 6 6 7 15.9%
福井 85 3 33 1 7 8 8 24.2%
岐阜 202 8 82 1 1 10 10 11 13.4%
静岡 292 23 128 2 2 19 19 21 16.4%
愛知 440 23 194 1 1 19 19 20 10.3%
三重 180 10 72 1 1 11 11 12 16.7%

滋賀 106 4 41 1 1 3 3 4 9.8%
京都 202 23 91 6 6 6 6.6%
大阪 526 62 255 1 1 1 13 14 15 5.9%
兵庫 394 16 181 3 3 1 19 20 23 12.7%
なら 115 10 40 2 2 2 5.0%
和歌山 144 8 41 4 4 4 9.8%

鳥取 36 2 20 4 4 4 20.0%
島根 81 3 40 7 7 7 17.5%
岡山 148 9 72 1 1 9 9 10 13.9%
広島 251 23 126 6 6 9 9 15 11.9%
山口 142 7 77 1 1 9 9 10 13.0%
徳島 61 2 30 1 1 4 4 5 16.7%
香川 69 4 34 1 1 1 6 7 8 23.5%
愛媛 123 6 64 10 10 10 15.6%
高知 80 7 45 2 1 3 2 2 5 11.1%

福岡 301 25 150 6 6 8 1 9 15 10.0%
佐賀 79 5 42 1 1 3 3 4 9.5%
長崎 183 13 91 10 10 10 11.0%
熊本 137 7 67 1 1 7 7 8 11.9%
大分 132 3 65 7 7 7 10.8%
宮崎 104 5 55 6 6 6 10.9%
鹿児島 168 9 84 1 1 9 9 10 11.9%
沖縄 102 5 54 1 1 3 3 4 7.4%

総計 9535 621 4450 7 57 64 7 477 21 3 498 572 12.9%

回答/送付
地区中学校数 中高一貫校 非一貫校
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図 2－1 (問―2) 生徒数分布 (1 年生) 
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図 2－2 (問－2) 生徒数分布 (2 年生) 
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   図 2－3 (問－2) 生徒数分布 (3 年生) 
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 2－2－2 「ものづくり」教育活動等の事業の周知度合いについて 
   
   国が実施している各種の「ものづくり」教育活動、文部科学省の理科大好きプラン、

地域の技術・理科関連の啓蒙活動、「ものづくり大賞」などの事業について、どの程度

の周知が図られているか、関連するこのような活動への参加状況などを自由記載の形

でアンケートを行った。 
   問－4 から問－10 についてのアンケート回答状況の概要を以下に示す。 

 
（１） 「ものづくり」教育活動（注 1）についての関わり。 

問－4 では、「ものづくり」教育活動（注 1）についての関わりを聞いた。 
(注 1) ここでの「ものづくり」教育活動とは、ものづくりを通しての体験的な学習

を支える、学校教育、地域の協力などを言う。 

 
問では下記のいずれかを選択する。 

① ほとんど聞いたことがなく行事に参加したことがない 
② 少しは関心があり資料などを読んだり調べたことがある 
③ 関連する行事に参加したことがある 
④ 関連する教材・資料等を学校にて授業に用いたことがある。 

 
   これに関する回答状況は、図 2－４に示すが、「ほとんど聞いたことが無く行事参加

したことも無い」事例が 45％程度と、これらの事業の周知が乏しい状況が示されて

いる。行事に参加したことがある及び授業に活用したことのある事例の合計で 23％
程度であり、これら事業の教宣活動の拡大が必要かもしれない。 
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④

③

②

①
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ほとんど聞いたことがない
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図 2－4 (問－4) 「ものづくり」教育活動への関わり具合（いずれか選択） 
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（２）「科学技術・理科大好きプラン」などの活動について 
    問－5 では文部科学省が進めている科学技術・理科大好きプラン事業での、理科

大好きスクール、理科大好きモデル事業等への参加の経験などを問うた。 

 
   質問は下記の通りである。 

① 理科大好きスクールの指定校である／あった：① はい ② いいえ 
② 理科大好きモデル地域事業に参加している／した：① はい ② いいえ 
③ 理科大好きボランテア・理科大好きコーディネーターと一緒に活動をした経験

がある：① はい ② いいえ 
④ 理科大好きプランに対応した授業を実践したことがある ：                

① はい ② いいえ 

 
   これらの問に対する回答状況は図 2－5～図 2－8 に示す通りである。 
    図より明らかである様に、また、第 1 章でのこうした事業への指定校の数が全国

約１万校の中学校に対して 2-3％の比率である事と同様に、事業や活動への参加比率

が 5％（回答総数に対する）以下であることは自然な傾向であるといえる。 
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図 2－5 (問－5) ① 理科大好きスクールの指定校である／あった 
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図 2－6 (問－5) ② 理科大好きモデル地域事業に参加している／いた 
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図 2－7 (問－5) ③ 理科大好キボランテア等と活動した経験がある 
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図 2－8 (問－5) ④ 理科大好きプランに対応した授業を実践したことがある 

 
 
 （３）「地域の技術・理科系の啓蒙活動などについて 

 
   問－6 では、地域の科学館などの活用や地域子供教室などの活動、地域の高専や大

学との連携などについて問うた。 
   質問事項は以下の通りである。 

① 地域科学館連携にて科学館などを見学や体験学習として活用している ： 
② 活用頻度：① 年／１－３回、② 年／４－９回、③ 年／１０回以上 
③ 地域子ども教室事業に参画し学校の施設を開放または提供している ：  
④ 地域の高専、大学等の機関によるものづくりや技術の体験行事などがあり、学

校として参加している 

 
   これらの問に対する回答状況は図 2－9～図 2－12 に示すとおりである。 
    地域の科学館や博物館などの見学や実験・体験は約 2 割程度の中学校で利用され

ている。これらは第 1 章の調査や、本アンケートのコメントに示されるように、学
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校における理科教科書や実験などでカバーできない実物や実験を見ることへの教員

の配慮が伺えるが、年 1－3 回程度の回数は少なく、理科教育の中で授業数を割い

てまで出かける時間の少なさを反映している。 
    地域子ども教室や高専・大学などの開催する活動への参加は 5-7％程度の少ない。

後述のアンケートでのコメント等から推察するに、これらも機会の少なさや授業時

間の割愛の可否、タイミングなどが影響していると思われる。 
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図 2－9(問―6) ① 地域科学館連携にて科学館などを見学や体験学習として 
活用している 
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図 2－10 (問―6) ② 体験学習の頻度（概算） 
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図 2－11 (問―6) ③ 地域子供教室事業に参画し学校の施設を開放または 

提供している 
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図 2－12 (問―6) ④ 地域の高専、大学等の機関によるものづくりや技術の 
             体験行事などがあり、学校として参加している 

 
 
 （４）全国規模のものづくり教育大会等への参加事例 

 
    問－7 では、「学ぴんピック」「全国中学校ものづくり競技大会」などの認知具合

を問うた。質問事項は下記の通りである。 
① 全日本中学校技術・家庭科研究会主催の「学びんピック」をご存知ですか ： 
② 「はい」の方に ： 学校から参加したことがある：  
③ (社)全国木材組合連合会他による「全国中学生ものづくり競技大会、めざせ！！

木工の技」を知っている 
④ 「はい」の方に、大会に学校から参加したことがある 

 
   回答の状況を図 2－13～図 2－16 に示す。 
   全日本中学校技術・家庭科研究会主催の「学びんピック」は選任教師による研究会   
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  の影響で 35％程度の認知があるが、実際の競技への参加は 3％程度の留まっている。 
   全国中学生ものづくり競技会、「木工の技」の認知度合いと参加の程度も同様の傾向

にある。これらは技術・家庭科の教員の意識が、問－5 や問－6 における理科の一般

的な活動に比して、積極的な面を有しているとも理解できる。 
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図 2－13 (問－7) ① 全日本中学技術・家庭科研究会の「学びんピック」を知ってい

る 
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図 2－14 (問－7) ② 学校から参加したことがある 
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図 2－15 (問－7) ③ 「全国中学生ものづくり競技大会、めざせ！！ 

               木工の技」を知っている 
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  図 2－16 (問－7) ④ ③の大会に学校から参加したことがある 

 
 
  （５）地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト及び「ものづくり日本大賞」

について 

 
    問－8 では、文部科学省や経済産業省賞等が推進している地域の企業や熟練技能

技術者などの参加を含む地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクトについて

質問し、これらの活動の周知具合と実行具合を問うた。 
    質問の内容は以下の通りで、「はい」「いいえ」で回答をお願いした。 

① プロジェクトの実施を知っている ：  
② 地域の指定校になった経験がある ： 
③ 地域のプロジェクトに参加あるは活用したことがある 

 
   回答の状況は図 2－17～図 2－19 に示すとおりである。 
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図 2－17 (問―8) ① プロジェクトの実施を知っている    
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図 2－18 (問―8) ② 地域の指定校になった経験がある 
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図 2－19 (問―8) ③ 地域のプロジェクトに参加或いは活用したことがある 

                
   問－9 では、「ものづくり日本大賞」が平成１７年度から実施されていることを知っ

ているかどうかを問うた。 
   その結果は図 2－20 に示す通りである。 
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図 2－20 (問―9) 「ものづくり日本大賞」の実施を知っている 
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問－8 における、地域の企業や熟練技能技術者などの参加を含む地域自律・民間活

用型キャリア教育プロジェクトについては、後述するアンケートにおいても、地域の

企業の見学や企業の技術者の話を聞く「出前授業」などに関心が高く、それらもあり、

約 20％の周知が示された。しかしながら、実行においては時間や機会の少なさの影響

から非常に低い。 
平成 17 年度から開催されている「ものづくり日本大賞」については、約 20％の周

知が見られた。 

 
 （６）地域における体験教室やものづくり教室などへの参加の事例 
   問－10 では、問－9 までの行事など以外の地域における種々の活動への参加の事例   
  を記述していただいた。 
   84 通の回答を順不同で表 2－2 に示す 

            

     表 2－2 地域活動への参加事例 
 

No     事例 

1 県からによる環境学習（大気の浄化） 樹木の蒸散量を調べる実験を講師を招いて行

なった。 

2 愛工大と連携して、ロボットづくりを中1～高1まで対象に行っている 

3 企業と連携した理科授業づくり（リサイクル） 混合物の分離（化学分野） 

4 商工会「科学にチャレンジ」(夏休み理科自由研究作品展のようなもの・自由参加）

5 サイエンス・フェア 

6 秋田大学の教育学部（？）で、子供を対象とした出張実験（名称不明）があった。 

7 中学校ロボコン 

8 商工会議所の科学実験クラブ 

9 ・その道の達人派遣事業による実験指導  ・大学の出張講義  ・筑波大連携講座

10 ・職人から学ぶ  ・岩手ものづくりセミナー 

11 ・青少年のための科学の祭典 熊本大会（選択理科履修者、実験ものづくり講師とし

て） 

・わくわく科学教室 芦北大会（選択理科履修者、実験ものづくり講師として） 

・わくわく科学教室 天草大会（選択理科履修者、実験ものづくり講師として） 

12 weekend科学教室 
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No     事例 

13 平成１５年・１６年、ＳＰＰ（サイエンス・パートナーシップ・プログラム）、木高

専、かずさＤＮＡ研、千葉大学大学院医学部、千葉市動物公園と連携して理科授業を

行った。時に木高専については、ものづくり講座を実施、木高専の技術振興交流会教

材開発部会で開発した教材を活用している。平成１８年度で４年目となる。 

14 全中ものづくりフェア、ロボットコンテスト 

15 今市工業高校のものづくり体験教室がある。 

16 ・科学技術コンクール（栃木県子ども総合科学館主催によるロボットコンテスト） 

H17,18年に参加、選択理科受講者＋有志 

・科学教室（水素エネルギーの基本と応用例について、企業の研究者を講師として。

市教委主催、全校生） 

17 第7回全国中学校創造ものづくり教育フェア 

18 アイデアロボットコンテスト広島県大会 

19 本校が実施している「サタデースマイルひろば」の中で「化学実験」と称し、アロマ

キャンドル作りを実施したことがある。 

20 ・全国創造ものづくり教育フェア  ・いばらき創造ものづくり教育フェア 

21 ロボットコンテスト地区大会 

22 公的機関と連携し、ものづくり教室を開催し、参加している。 

23 いわて・こども・ものづくりセミナー（大学） 

24 ・科学館まつり（地域の科学館にて開催） 

・科学教室（毎週第二土曜、上記科学館にて。講師はボランティア） 

25 岐阜工業専門学校、夏休みの体験学習（個人で） 

26 東海地区高校化学教育セミナー（主催 日本化学会東海支部化学教育協議会） 

27 地域の方と一緒にトールペイントづくり 

28 地域大学で実施の技術・理科授業（ロボット作製、プログラム作りなど） 

29 ・地域、市内の企業等でのキャリア体験活動（2年生、2日間） ・サイエンス・パー

トナーシップ・プロジェクトによる電波高専での講座型学習活動（3年対象、半日） ・

東北大工学部とのサイエンスパートナープログラム（3年希望者30数名、2日間） ・

東北大学出前授業（1年、2年、3年それぞれ1時間） 

30 京都大学で夏休みに実施されているが、参加人数は少ない。 

31 ・大学のものづくり関係のイベントなど  ・京都の教育委員会主催のイベントなど

32 ・ロボテックプログラミング研修   ・中学生アイディアロボットコンテスト 

33 群馬県中学生ロボットコンテスト参加 

34 広島県立農業技術センター「農業フェスタ」にクラス全員で参加、「農作物のＤＮＡ

抽出」実験などを体験した。 
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No     事例 

35 ・科学館や企業による科学教室などのイベントを具体的に紹介し、参加を呼びかけた。

・大学の研究室公開などを具体的に紹介し、参加を呼びかけた。 

36 高専等の体験学習は周知しているが、学校としての参加はしていない。 

37 香川県科学体験フェスティバル 

38 中学生ロボットコンテストに参加 

39 総合的な学習の時間において、地域の方を講師としてものづくりを含む体験教室を開

いた。（竹細工、草木染めなど）など） 

40 ジュニアロボコン 

41 科学の祭展（体験実験） 小中学生対象 主催：教育委員会 

42 技能チャレンジ教室（電気、石材、左官、盆栽） 

43 クルーレスソーラーボート大会 

44 サイエンスパートナーシッププロジェクト 

45 ・しめ飾りづくり、餅つき体験   ・梵天制作   ・地区盆踊り”絵どうろう”

制作 

・高校等での実験参加（おもしろ理数教室）   ・サイエンスキャンプ（教育セン

ター主催） 

46 ・ロボット製作競技会（工業高校主催）  ・巣箱作りコンテスト 

47 「創造ものづくり教育フェア」 

48 指導者対象の高専の「出前授業」(研修会）はあり 

49 日本産業技術教育学会、教大協、全日中協催の行事 

50 名称を忘れました。神奈川県立湘南台高校で実施していたものです。 

51 東海大学の先生による出前ものづくり教室 

52 ・経済産業省エネルギー教育コーディネーターの派遣の利用 

・ＪＡＸＡのスタッフによる出前授業 

53 市教委主催の親子実験教室 

54 ・eAT金沢ジュニア芸術展－パソコンでの静止画像づくり－ 

・ロボコン－全日中技家のルールでー 

55 生徒ではなく教師が指導者として発明協会行事や地域科学クラブ、また公民館での活

動を行っている。 

56 京都にあるものづくり館へ参加する。 

57 長野県中学生ロボットコンテストへの参加 

58 米子高専体験 

59 松江市建築組合による、ものづくり体験教室 



 134

No     事例 

60 ・科学未工作教室（小学生対象で本校で7月に実施） 

・校外学習で製鉄所の見学（酸化・還元を応用） 

61 ・町田市中学校科学教育センター   ・工学院大学 

62 ・ロボットコンテスト    ・燃料電池 

63 杉並工業と中学2年生全員対象にものづくり体験授業を年1回2時間行っている。 

64 区科学センターに希望生徒 

65 ・航空高専ロボットコンテスト  ・都中技家研   ものづくりコンクール 

66 創造ロボットコンテスト（県大会、関東大会） 

67 ロボットづくり、マイコンカーづくり 

68 鋳造の体験教室が産業センターで行うことができる。 

69 高岡市では平成18年度より、小5，6年、中1年を対象に、特区により「ものづくり・

デザイン科」の授業を週1時間行っております。 

70 県ロボットコンテストへの参加 

71 博多人形の絵づけ 

72 ・科学部として毎年ロボットコンテストに参加しています。 

・科学部として毎年キッズマイスター（北九州高専）に参加しています。 

73 （ふくおか）サイエンスフェア参加 

74 ・学校説明会でのおもしろ科学実験     ・公民館でのおもしろ科学実験 

・公民館での料理教室             ・小学校での料理教室 

75 ・学校として参加したことはないが個人的に参加している生徒はいる。 

・小中学生を対象とした実験教室等の講師をたのまれ、個人的に協力している。 

・理科大好きモデルプランの実験講師をしたことがある。 

76 相馬高校スーパーサイエンスハイスクール中学生体験授業 

77 公民館主催  地域探訪（中学生以上が対象） 

78 工業高校の出前授業（木工） 

79 科学の祭典 

80 今年度ではないが前任校において、生徒実験会（千葉市中学校理科部主催）にて、大

学の施設見学（千葉大薬学部、薬草園）や実験（高校教諭を講師として）に生徒とと

もに参加した。 

81 静岡県西部地区技術家庭科ロボットコンテスト 

82 弘前大学理工学部による体験実験教室 

83 科学技術体験センターミラクルで体験実験あり。 

84 青少年のための科学の祭典 
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2－2－3 理科・技術教育及びものづくり教育の進め方等 
 
  問－11～問－15 においては、「理科」「技術」教育・実験棟の進め方、体験学習等の 

「ものづくり教育」の実施状況、「ものづくり」への関心・興味の具合などを伺うとと

もに、理科・技術教育や教材の内容、活用方法、などの事例や意見を自由に記載してい

ただき、さらに、いわゆる「理科離れ」「ものづくり離れ」などの傾向の要因などにつ

いても事例や意見を自由に記述頂いた。これらについて以下に問いと回答の状況を示す。 

 
（１）「理科」「技術」の教育・実験等の進め方について 

 
 問－11 では、中学校における理科・技術の教育・実験棟の進め方について、下記の問

で質問を行った。回答は複数選択可とした。 
① 実験・体験学習など現状の教員にて足りている 
② 実験･体験学習における準備や実験実施の補助要員が欲しい 
③ 地域や企業の専門家による実験や指導などの仕組みがある 
④ 地域や企業の専門家による実験や指導などは指導要領からはずれ、効果は薄い 
⑤ 地域や企業の専門家による実験や指導などに対する子供たちの関心は高い 

 
回答の状況を図 2－21 に示す 
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⑤

④

③

②

①

件数

現状の教員にて足りている

補助要員が欲しい

専門家等の実験の仕組みがある

専門家等の実験等は効果が薄い

専門家等の実験等子供の関心高い

 
図 2－21 (問－11) 「理科・「技術」の教育・実験等の進め方について 

（複数選択可） 

   
   図 2－21 より明らかなように、また、後述のアンケートでの事例や意見の記述にも

示されるように、現状の理科の実験などの要員で実施できているとの回答は約１／４

程度で、この場合にも教員の相当の工夫の上で成立しているものと推定される。 
  準備や実験での補助要員が必要との意見が約３／４を示しており、授業時間や準備時
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間が不足しているとのコメントが多い実態を表している。 
   企業の専門家による、例えば 新の技術と生徒が学習している内容とのつながりの

説明や、 先端技術のすばらしさなど生徒の関心は高い状況がうかがえるが、そうし

た企業との連携の仕組みや企業の専門家の説明と生徒の学習の内容・水準などとの整

合などでは、事前の調整不足や内容の不一致さなどの事例が示され、その効果につい

て疑問を示す事例を多い。これらが仕組みがある或いは効果が薄いとの回答になって

いるものと推測される。 

 
（２） ものづくり教育に実施状況について 
  問－１２では、生徒参加型の実験や体験学習などの「ものづくり教育」についての

実施状況について（複数選択可）下記の質問を行った。 
① 理科･技術教育の内容の学習で手一杯で実験・体験学習などになかなか時間が取

れない 
② 生徒参加・体験型用の良い教材がなく実施が難しい 
③ 「ものづくり教育」としての実験などで、原理などを生徒にうまく理解させる

方法･手法が難しい 
④ ものづくり教育を理科･技術の教育以外に実施する必要性は低い（理論を覚える

ことが優先される） 

 
  これらについての回答状況は図２－２２に示す通りである。 
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①
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なかなか時間とれない

生徒参加用の良い教材がない

原理を理解させるのが難しい

理科等以外の必要性低い

 
図 2－22 (問－12) 生徒参加型の実験や体験学習などの「ものづくり教育」について

の実施状況について （複数選択可） 

 
   上図に示されるように、ただでさえ時間が不足している理科・技術教育の中で、も

のづくり教育を掲げて時間を配分することの困難さを示している。後述の意見におい

ても「ものづくり教育」の重要性を認識しつつも時間の無さを要因としてあげている
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事例が多い。また、大勢の生徒が参加・体験しつつ行うことが出来る教材や場所など

の確保の難しさも大きな阻害要因となっている。さらに、生徒の多くは実験や体験に

関心を持って接するがその原理や基本の教育については考えることの面倒さや理解の

難しさを理由に拒否或いは理解しようとしない面が多い。 
   ものづくり教育については、理科・技術教育の中で、特に技術の中で実施すること

が望ましいとの意見が多い。理科では理論や原理を中心とし、技術では製作・加工な

どの技術的応用の要素が強いからと思われるが、さらに理科と技術を融合したような

教育プログラムの実施が「ものづくり」教育を大きく推進すると予想される。 

 
 
 （３）「ものづくり」への関心や興味 
   問－１４では、生徒たちの「ものづくり」への関心･興味の発端や程度について日頃

の教育を通じて理科・技術の教員の感想を聞いた（複数選択可）。 
  問の内容は以下の事項である。 

① 理科･技術の実験や体験学習で、「ものづくり」への興味や関心が向上している 
② 実験や体験学習で嫌悪感を感じて、理科や技術、ものづくりから離れていく事

例がある 
③ 実験や体験学習で、面白い現象や意外性などを見せないと関心や理解が得られ

ない 
④ ナイフや火･炎など安全の確保の問題から実験や体験学習に制約が掛かり、手で

触れる実験の実施などの実行が難しい事例が増えている 

 
  これらに対する回答は図 2－23 に示す通りである。 
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興味や関心が向上している

嫌悪感で離れる事例あり

面白い現象を見せないと無関心

安全のため、実験など難しい

 
図 2－23 (問－14) 生徒たちの「ものづくり」への関心･興味の 

           発端や程度についての感想（複数選択可） 
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   理科・技術における実験や体験学習が、生徒に関心や興味を引き起こしている事例

は多く、これらが「ものづくり」への関心を向上させているとの回答がほぼ半数である。 
 しかしながら、単に実験をすればよいわけではなく、興味を引く面白い実験や現象を伴

うものでないと、生徒の興味や関心が逸れて行くのも一方の事実である。 
  理科や実験などで嫌な感じを抱いたり面白くないからといって、必ずしも理科離れや

ものづくりから離れていく訳ではないと、理科・技術の教員は感じている。 
  また、ナイフやマッチなど火や安全にかかわる道具の扱いは、日常の生活体験の希薄

さから難しさが伴い、実験を遂行することが難しい事例が増えているようである。 

 
（４）ものづくりに対応した教育・教材の内容についての意見や提案 
 問－１３においては、製造業などの「ものづくり」に対応した教育・教材の内容や提

供方法、例えば、メディアの利用、e-ラーニングの活用、工場・現場の活用、教材作成

などについて、理科・技術担当の教員の皆さんの意見や提案を自由に記載していただい

た。 
記載されたコメントは総数 94 件ありそれらを表 2－3 に示す。 

 
  表 2－3 「ものづくり」に対応した教育・教材の内容に関する意見一覧 
 

No            問１３のコメント     キーワード 

1 特にeーラーニングを活用しようとしているが、なかなか時

間が取れない。 

eーラーニングを活用

／時間が取れない 

2 是非e-learningを使いたいと思っている。 e-learning 

3 Ｍｏｏｄｌｅを利用したe-ラーニングを考えている。 e-ラーニング 

4 ＬＡＮモニターが整備されていない。 ＬＡＮモニターが整備

されていない 

5 Web上の無料動画を充実してほしい。 Web上の無料動画 

6 ・地域でのものづくりに取り組んでおられる方々との連携

を強める。（工場はもちろん、個人経営の方、手づくりも

のづくり作家の方など） 

・団塊の世代の大量退職者のことが話題となっているが、

そうした方々の学校教育へのボランティアも大切にしてい

く。 

企業との連携／ボラン

ティア 

7 欲しいタイトルがすぐ手に入ることが大切。素材の状態の

方が教員がアレンジしやすい。 

教材のアレンジ 

8 一度試してみたいと思う教材がたくさんある。 教材は豊富 
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No            問１３のコメント     キーワード 

9 山間地のため適当な企業・工場が少なく見学体験には多く

の時数と費用が必要である。中学生の見学等に対応してく

れる企業がどこにあるのか、何をさせて（見せて）もらえ

るのかなどの情報が皆無である。 

工場見学／情報 

10 地域の方にものづくりに来ていただいたり、地域の工場へ

見学したり、工業高校の先生に出前授業に来て頂くことが

容易にできたらいいと思う。（授業時間数の問題、計画書、

予算等の問題が出てくる） 

工場見学／出前授業 

11 技術科においては職業観の育成のためにメディアの利用を

している。工場の見学も検討している。 

工場見学／メディア 

12 コンピュータに比重がかかり、ものづくりに必要な立体想

像能力を育成する学習の時間が減っている。ものづくりの

段取り、設計、材料、加工、組立などを考える総合的な思

考力はコンピュータでは育たない。 

コンピュータ主体／技

術時間減 

13 様々な冊子、サイトが探せば多くあり、活用しています。 サイトが探せば多くあ

り、活用 

14 工場見学などをできる時間があればよいと考えている。 時間が無い／工場見学 

15 時間の不足がこのような取り組みを困難にしている。（総

合的な学習を使えればいいけど・・・） 

時間不足 

16 ・日本はものづくりの国、もっとものづくりの時数を増や

すべきだと思う。 

・最近、教科書だけでは理解が難しい。写真や絵や図が多

用され、カラーで見ためもいいが、内容がうすくなってい

ると思う。 

時数が少ない／教科書

の内容が薄い 

17 ものづくりは実際に頭と手をはたらかせて行うことである

と考えます。失敗してもやり直せる、修正できるなど技能

をアップさせるような時間がとりにくい学校現場と家庭生

活になっている社会だと思います。 

実習／時間が無い 

18 ものをしくみや製造法を教え、考え、創造させるために実

物教材が有効である。製作過程での問題点・苦労が体得さ

れ、ものを大切にするようになると考えます。 

実物教材 

19 情報提供をしてほしい。 情報提供 
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No            問１３のコメント     キーワード 

20 学校現場から校外に出て学習する機会がほとんどとれな

い。発展的な学習内容として、あるいは選択教科の中で「も

のづくり」に対応した教育を実施したりしているので、情

報をたくさん回してほしい。 

情報を回してほしい 

21 職場体験学習に主体的に取り組むことによって「ものづく

り」の良さを実感できると考える。 

職場体験 

22 選択の時間に行うことが望ましい。 選択時間 

23 地域の企業、自営の方など「ものづくり」にかかわる方々

との連絡 

地方企業と連携 

24 幼児期のハサミの使い方にはじまって、手作業の良さを感

じられるような授業を展開したい。 

手作業の体験 

25 デジタルコンテンツの利用（プロジェクタにて提示） デジタルコンテンツの

利用（ 

26 技能チャレンジのように専門家が出前授業など 出前授業 

27 これも前任校であるが、東京電力の職員の方を講師とし、

「電気教室」を行い、延長コード作りを生徒とともに体験

した。 

出前授業 

28 地域の人（家具職人さん）を学校の講師として来てもらい

イスをつくっている。 

出前授業 

29 ビデオ等があれば良いのですが ビデオ等 

30 メディアの利用は費用が高いように思う。 費用高／メディア利用 

31 理論と実践が組み合わされた素材で、なおかつマニュアル

的に製作するのではなく、個人の試行錯誤の余地のあるも

の 

マニュアル的に製作す

るのではなく／試行錯

誤の余地 

32 子どもたち自身が何を作る計画をし、自分たちで情報や材

料を集め、問題に対しても解決策を考えながら行う方法で

行っている。(選択教科で） 

自ら考える 

33 ・メディア利用法を教える前に、メディア（インターネッ

ト等）を利用するということは、自分にどんな責任と義務

を負わされるのかを考えさせることが大切であろう。 

 ・使用前の注意書きを読むのがめんどうであったり、納得

がいかなければその提供物を使わず、じっくりと時間をか

け失敗しながら自分のものを作りあげていくのが本当のも

のづくりではないか。 

メディア（インターネ

ット等）を利用する／

責任と義務を負わされ

る 
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No            問１３のコメント     キーワード 

34 メディア(ネット上の動画など）の素材はたくさんあると思

うが、金額に見合うものになっているかどうかの見極めな

どは難しい。 

メディア(ネット上の

動画など）の素材／金

額に見合う 

35 日頃の教科の学習内容とものづくりがすぐに結びつかない

ときがある。 

ものづくりとの結びつ

き 

36 よくわからない よくわからない 

37 周囲は学校の教育に積極であるが、校内でその余裕がない。 余裕が無い 

38 ぜひさせたいと思うが、学校に余裕がまったくない。 余裕が無い 

39 教材用のキットを安価で提供いただけると有難い。 安価で提供／教材用の

キット 

40 選択技術で加工技術を専門家から指導を受けたい。（溶接、

旋盤等） 

加工技術を専門家から

指導 

41 活用したいと思っているが、出張して来ていただけるため

の手だてが不明（謝金の件も含む） 

活用したい／手だてが

不明 

42 工場、現場の具体的な活用例についての情報があると活用

しやすい。 

活用例についての情報

がある 

43 ただ簡単なしくみのものをつくるだけでは生徒はのってこ

ないので、何か自分のためになるような教材があればよい。

簡単なしくみのもの／

ためになるような教材 

44 総合的な学習で間伐材を利用して作品を作った。ウッドバ

ーニーで木をやく作業に興味を持った。（木目を出すため

のサンドペーパーみがきは真剣であった） 

間伐材を利用して作品

を作った／総合的な学

習 

45 ・専門家の方々に学校教育に対する理解をしていただかな

いと協同での授業展開はむずかしい。 

・講師料などの予算の裏付けがないと学校では取り入れに

くい。 

協同での授業展開／講

師料などの予算 

46 ・現在、教科の研究の場が少なくなっており、情報交流の

場も減っている。 

・教材として考える時、生徒のコスト面の負担が大きいも

のが多い。 

教科の研究の場が少な

くなっており／生徒の

コスト面の負担が大き

い 

47 ＶＯＤなどによる教材（企業の専門分野）提供があれば活

用したい。 

教材（企業の専門分野）

提供があれば 

48 ものづくりに対応したビデオ教材などの提供を企業からも

らえると助かる。 

教材などの提供を企業

から 

49 ・ＨＰ にて教材のヒントを公開してほしい。 教材のヒントを公開／
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No            問１３のコメント     キーワード 

・ものづくりのキットを安価にて提供してほしい。通販で

可。 

安価にて提供 

50 見学については危険をともなうものもあると思うが、でき

る限り見せたい。 

見学 

51 現場で活用されている「作品」や機械などを、自分たちが

学んでいる原理の応用だということを実感できるような場

があるといいと思います。 

現場で活用されている

「作品」や機械／原理

の応用 

52 ・現場の教師の増員 

・1学級25人にして、1人1人の生徒によりよい教育を提供し

たい。 

・理科を週4単位にしてほしい。 

・小学校の生活科をなくし、理科を1年から指導すべき。 

・土曜日の授業を半日分（毎回4時間）行うことを復活させ

るべき。 

現場の教師の増員／理

科を週4単位 ／小学

校の生活科をなくし 

53 ・現場を見学し、そこの人に話を聞き、自分で体験するこ

とが大切。学校の授業では難しい面もあり、校外学習、修

学旅行などで活用する。 

現場を見学し／自分で

体験する 

54 近くに工業高校や高等技術専門学院（道立）といった有益

な施設があっても、移動手段や時数的な制約等で交流が図

れないでいる。こうしたパイプができれば、生徒の関心も

高まるのだが。 

交流が図れない／工業

高校や高等技術専門学

院 

55 あまり難しいものをするのでなくても効果があると思われ

る。 

効果がある 

56 工場の見学 工場の見学 

57 製造メーカーの工場見学などの機会があれば、生徒には新

鮮なおどろきがあっていいと思います。 

工場見学などの機会 

58 1学年180人全員での工場見学などは現実的に困難なので、

有志参加や教員のみの参加で我慢しています。 

工場見学などは現実的

に困難／有志参加や教

員のみ 

59 ・工場見学等を行いたいが、受け入れてくれるところが少

ない。 

・工場見学等を行いたいが、移動のバス等が難しい。 

工場見学等 

60 校外活動として、工場見学等の行事を企画したいと考えて

いる。 

校外活動と／見学等の

行事を企画 
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No            問１３のコメント     キーワード 

61 教材作成のための講習会を実施してほしい。 講習会を実施／教材作

成 

62 高等専門学校、大学との連携 高等専門学校、大学と

の連携 

63 ゴミ処理施設の見学、ビデオ 施設の見学、ビデオ 

64 もちろん様々な教材を使い（作り）色々な方法で授業をや

りたいが、とにかく時間がないところで、何かをやろうと

しても無理がある。 

時間がない 

65 時間が足りないこと（教員にそこまでするゆとりがないこ

とと、授業コマ数が足りない）で実施しにくい。 

時間が足りない／授業

コマ数が足りない 

66 時間があればやりたいのですが、時間にゆとりがない。 時間にゆとりがない 

67 教材研究の時間、生徒を引率しての現場の視察などの時間

の制約があり（他教科の時間確保の要求あり）、現状では

なかなかやりづらいものがある。 

時間の制約があり 

68 授業時間を確保するのが大変で、行事的に難しい 時間を確保する 

69 施設面では空調設備も貧弱なもので困っている。予算も削

られて十分な作業もできない。週に1時間の授業では、もの

づくりにならないし、3年生が2週に1時間では選択授業より

少ない時間数で何もできない。「情報」にばかり力を入れ

ている文科省や教育委員会の考えが理解できない。一度に

授業をするときの生徒数が多すぎる。教員1人で20名までで

ある。 

時間数で何もできない

／情報」にばかり力 

／教育委員会の考えが

理解できない 

70 時数も減り、これからの日本を支えるための技能や科学へ

の興味を保てるか心配である。 

時数も減り／興味を保

てるか心配 

71 現在の教育課程の中では、実施時数を確保することが難し

い。 

時数を確保することが

難しい 

72 実験セットや工作セットの生徒への無償配布 実験セット／無償配布 

73 学校で勉強したことが、実際の生産現場ではどのようにな

っているのか、その関連を視覚等で確認できる教材が必要。

実際の生産現場では／

視覚等で確認 

74 ・コンピュータはものをつくらないことが理解されていな

い。 

・ものづくりは人の手足で作るもの、その技術が次の日本

をつくる。 

手足で作るもの、その

技術が／コンピュータ

はものをつくらない 

75 企業が行う出前講座の利用 出前講座の利用 
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No            問１３のコメント     キーワード 

76 ・出張出前講座等の情報提供 

・DVD-ROM等による職人の技の情報提供 

出前講座等の情報提供

／職人の技の情報 

77 出前授業 出前授業 

78 地域における活用 訪問できる場の情報を提供していただ

けると良い。 

情報を提供していただ

ける 

79 どのような人材が製造業で必要とされているのか、また、

それを実践するために技術や理科でやれそうな実践例をメ

ディアを通して配信して欲しい。 

製造業で必要／技術や

理科でやれそうな実践

例 

80 専門の方が来校して教えるような教育を企業がバックアッ

プしてもらいたい（色々な分野で） 

専門の方が来校して教

えるような教育    

企業がバックアップ 

81 3年選択技家の授業で毎年実施してきたが、他の教師がそれ

をまねて自分の教科で実施するまでには到っていない。原

因として、申し込みし調整～実施、お礼までの手間暇がか

かるという事と、自分の教科の内容を教えるのに手一杯と

いう現状がある。（教師の熱意の部分が大きい） 

選択技家の授業／自分

の教科の内容を教える

のに手一杯という現状

がある 

82 総合学習で「味噌」作りを1年生で行っているが、理科の教

科時間の中で行うことは困難である。 

総合学習で「味噌／理

科の教科時間の中で 

83 総合的な学習の時間の中で職業（製造業）と「ものづくり」

を考えさせている。 

総合的な学習 

84 できるだけ体験させてあげたい。 体験させてあげたい 

85 実験教室やものづくり体験教室の外部講師や現場、科学館

等の見学学習は大賛成だが、なかなか学校単位では動けな

い（動きづらい）し、大人数の生徒では自由見学がやっと

だと思うので、予想通りの成果にはつながらないと思う。

興味の高い生徒がその興味にしたがって参加した教室等

は、予想以上の成果になると思うが。（講師体験と学校の

現場より） 

体験教室の／動きづら

い／興味の高い生徒 

86 「ものづくり」に対応していないので記入しづらい 対応していないので記

入しづらい 

87 技術の「このぎり」の単元にて、大工さんを招き、実技指

導をしていただいた。 

大工さんを招き、実技

指導 

88 ・職員個人のメールアドレスを登録し、地域ごとに体験型

学習の案内などを送る。 

地域ごとに体験型学習 



 145

No            問１３のコメント     キーワード 

・フジテレビ「平成教育学院」や日本テレビ「世界一受け

たい授業」などでよく見られる工場の生産風景などを、企

業の協力のもとにビデオ・DVDとして見ることができるとよ

い。 

89 地元の協力が必要不可欠であり、京都のチャレンジ体験な

どはよいものであると思う。しかしながら、コンピュータ

が介入してくるとそれぞれの知識や技術力などの差がより

いっそうひろがり、また無知な指導者を励まし、支える仕

組みがない。 

地元の協力が必要不可

欠 ／コンピュータが

介入してくる 

90 地域の地場産業を、総合の時間を使い体験する機会がある。 地場産業／総合の時間 

91 １×４を利用した木材加工などは金額、完成後の見た目の

面で生徒の意欲を喚起する上で効果的 

木材加工など／生徒の

意欲を喚起する 

92 「ものづくり」に対して、教具及び材料等十分な予算がな

く、実施が限られる。 

予算がなく 

93 校外と協力する気持ちはわかるが、何らかと連携するとそ

の相談する時間がない。 

予算がなく 

94 時間をかけて一つのものを作り上げていく余裕がない。 余裕がない 

 
 
 
 
  （５）「理科離れ」「ものづくり離れ」の要因について 
    問－１５において、子どもたちの「理科離れ」「ものづくり離れ」が拡大している

傾向に関して、これらの要因について教育の現場から見た事例やご意見などご自由

に記載して戴いた。 
    記載されたコメントは総数で約 330 通のアンケートで見られ、回答総数の 57％

強に皆さんが意見を寄せていただいた。 
      それらを表２－４に示す。右列のキーワードは編者が整理のために付したもので

回答者の意図を現した物ではない。 
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   表 2－4 （問－15） 「理科離れ」「ものづくり離れ」などの要因 
 

No 問－15のコメント キーワード 

1 現場が多忙、部活、総合、道徳、学活、行事の準備に追われ、

理科・技術の教材研究準備の実時間がとれない。 

時間がとれない／部活、総

合、道徳、学活。 

2 ・生徒が物づくりをするための実質的な時間がとれない。 

・部活動で、授業以外に実質的に教師の対応ができない。 

・高専等でいろいろな計画がされているが山間部の生徒のた

め、実質的に行けない。 

時間がとれない／部活動／

山間部の生徒 

3 離れているようには感じられない。むしろ時間がとれなくな

ってそのような活動をしなくなっていったのではないかと

思う。 

時間がとれなくなって 

4 じっくり取り組める時間がない。放課後も長期休みも部活動

で生徒は手一杯である。 

時間がない 

5 じっくり作る時間がない。〆切に追われて作る。 時間がない／準備ができな

い 

6 やらせる時間がない。準備ができない。 時間がない／準備ができな

い 

7 ・理科や技術の授業時間が減らされてきたことが大きな要因

である。 

・ 実験準備のための時間が十分とれないことが問題である。

時間が減らされてきた／実

験準備のための時間 

8 実験・観察の時間が限られ、理論だけになるため興味関心が

わかなくなる。 

時間が限られ／理論だけに

なるため興味関心がわかな

くなる 

9 じっくり取り組める時間が少ない。 時間が少ない 

10 教科の時間が少なくなり、実験の機会がずいぶん教科書から

けずられている現状はある。 

時間が少なくなり／実験の

機会 

11 ・ものづくりをする機会・時間が足らない。 

・理科教育では思考のつながりが切れてしまい、知識のこま

切れ・こま売り的な指導となりがちである。 

時間が足らない／思考のつ

ながり 

12 時間が足りず同様の構造の作品を製作させている。設計に十

分な時間がとれない。 

時間が足りず 
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No 問－15のコメント キーワード 

13 ・技術では時間が足りない。 ・備品が不足、または古い。

例えば、昭和40年代の工作機械があるならまだ良い方で、工

作機械のない学校が多いと思う。年間数万円の予算が現状で

ある。 

・パソコンにはしる傾向がある。 

時間が足りない／備品が不

足／予算／パソコンにはし

る 

14 ・時間にゆとりがない。 

・ものづくりの分だけお金がかかるのが問題。 

時間にゆとりがない／もの

づくりの分だけお金がかか

る 

15 時間に限りがあり、生徒の工夫やよさを存分に出しきれてい

ない。 

時間に限りがあり 

16 授業時間の確保（総合や選択というバクゼンとした時間の方

が多くて基礎基本の定着も難しい） 

時間の確保 

17 ・時間の削減 

・原体験の不足 

時間の削減／原体験の不足

18 時間の不足 時間の不足 

19 時間の不足により、満足、こだわりといったところまででき

ないのも原因の一つではないだろうか。 

時間の不足／満足、こだわ

りと 

20 特に技術家庭は時間数が激減している。 時間数が激減 

21 時間数が減り、内容が「考えること」から「覚えること」に

重点が置かれ、考察する楽しみ、解答を求める楽しみが減っ

ている。 

時間数が減り／覚えるこ

と」に重点 

22 ・遊びの変化→外遊びからテレビゲームへ 

・時間数の軽減 

・成績重視傾向 

時間数の軽減／テレビゲー

ムへ 

23 ・理科等の時間数の減 

・原体験などの減少。ゲームなどで遊ぶ子が増加。 

時間数の減／体験などの減

少／ゲーム 

24 時間数の減少から技術体験の場も減少している。 時間数の減少 

25 ・技術教育においては、新学習指導要領によって時間数の削

減に伴う実習時間不足によるものが大きいと思われる。 

・理科の内容には、結果が教科書のとおりできない実験等が

含まれているので、内容も教材も考える必要があるが、1日

の空き時間が1時間程度しかないので、理科的に力を子供た

ちにつけるのは不可能に近いと思われる。 

時間数の削減に伴う実習時

間不足／内容も教材も考え

る必要／時間が1時間程度

しかない 
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No 問－15のコメント キーワード 

26 活動の場が安定しない。技術・家庭2時間連続授業が取りに

くいため、作業が大きくおくれる。時間割がコマ切れになる。

週時数と生徒減のため他の教科の受け持ちがふえる。多種、

少時間。 

時間が少ない 

27 ・実験準備に時間がかかること 

・実験結果がはっきりとでない場合や、女子にとって操作が

難しい面がある 

・実験に関わる時間が十分にとれない面がある(時数オーバ

ー） 

時間が不足／準備 

28 ・技術の授業数に見られるように、製作に十分な時間をとれ

ないため、指導時間に見合うＫit製作ですませてしまう傾向

にあること。 

・「なぜ動くのか」「なぜ・・・」という関心がほとんどな

い。身の回りのことが便利になった結果であると考えられ

る。 

時間が不足／便利 

29 理科教員が理科指導に専念できる時間が減っている。 時間減 

30 時間数と職員不足 時間数と職員不足 

31 教師が色々な調査その他に忙殺され、十分な予備実験や準備

ができないで授業に突入してしまう。 

時間不足 

32 ものづくりを教える時数がすごく減ったから。 時数が減った 

33 ・授業時数が減り内容も一律削減されたため、学力が低下し

ている。  

・身の回りの機器が進歩し、仕組みがわからなくなっている。

時数が減り内容も一律削減

／機器が進歩し、仕組みが

わからなく 

34 戦後の日本が「ものづくり」を中心として経済を発展させて

きた。今後も日本の産業を支える技術者を育成しなければな

らないにもかかわらず、現行の学習指導要領では技術、家庭

科の時数が削減されていることから、大学の工学部離れや

2007年問題の一つとされる技術者不足がますます深刻化す

ると予想される。 

時数が削減され 

35 授業時数が少ないのが最大かつ唯一の原因!! 時数が少ない 

36 ・技術、理科の時数が少ない。 

・予算がない。 

・技術は副教材だと、今だに考えている連中が多い。 

・もうなくなる教科なので、適当ではないかと思えるところ

時数が少ない／予算がない

／技術は副教材だ 



 149

No 問－15のコメント キーワード 

がある。（社会全体としての傾向） 

37 技術の時数が少なく、昔のようにものづくりを多くできな

い。 

時数が少なく 

38 ・授業時数が不足し、実験を増やすことができない。 

・実験の準備かたづけの人員が不足し、充分な実験ができな

い。 

時数が不足／人員が不足 

39 授業時数に限りがあり、本当のおもしろさを教える時間が足

りない。 

時数に限りがあり／おもし

ろさを教える 

40 ・時数の確保が難しい。 

・教員の不足 

・技術「ものづくり」→「情報教育（パソコン等の」重視の

流れを感じる。 

時数の確保／教員の不足 

41 小学校での授業時数の減少 時数の減少 

42 ・時数の減少と指導内容とのバランスの問題 

・教員の人数不足による多忙により、十分な教材研究ができ

ない。 

時数の減少と指導内容との

バランス／時数の減少と指

導内容とのバランス 

43 技術の授業時数の大幅な削減が大きい。 時数の大幅な削減 

44 授業時数をへらされ、基本を教えることができなくなってい

ることが大きいと思う。 

時数をへらされ／基本を教

える 

45 ・時数減 

・保護者の５科への偏重主義 

時数減／保護者の５科への

偏重主義 

46 技術・理科の時数減少を受け「ものづくり」から離れてしま

いがちである。 

時数減少を受け 

47 授業時数制約の中で、体験等が出来ない状況にある。 時数制約／体験等が出来な

い 

48 ・理科授業数の減 

・科学館や博物館の充実 

授業数減 

49 ・理科の授業時間数が少ない。 

・技術・家庭科の授業時間数が少ない。 

授業時間数が少ない／技

術・家庭科の授業時間数が

少ない。 

50 ・授業時数の確保 

・専門 

授業時数の確保／専門 

51 理科の授業内容が減ったり、時間数が減ったりするのが原 授業内容が減ったり／時間
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No 問－15のコメント キーワード 

因。 数が減ったりする 

52 教員の人数が足りないことと、実験の準備にかける時間が不

足しているのでもう少しゆとりがあれば。 

人数が足りない／時間が不

足 

53 技術・家庭科の時間数の削減、特に3年生は0.5/週である。 技術・家庭科の時間数の削

減 

54 技術の授業で、グループでベンチとテーブルをつくり校内の

桜の木の下に設置した。仲間と協力して大きなものをつくり

あげた喜びは大きかったようです。 

技術の授業／喜びは大き 

55 体験の減少。お風呂の上があつくて下は冷たいという経験も

なければ、マッチをすったこともない子がふえている。 

技術体験の場も減少 

56 ・ＴＶゲーム、ＰＣなどで疑似体験は増えたが、実体験を伴

っていない。 

・生活体験が少ない。 

・指先を使うものが、学習指導要領から消えた（時数削減の

ため）。 

・総合的な学習の時間はいらない。 

疑似体験は増えた／生活体

験が少ない／指先を使う 

57 教育の統制化、学校における教員や生徒の自由度が減り、上

から降りてくる改革等をこなすことだけが求められている、

学校現場の状況が最大の原因。 

教育の統制化／自由度が減

り／ 

58 ものづくり離れしているのは子供ではなく、家庭も含めて教

育制度の問題か。 

教育制度の問題 

59 教員の資質が大きな要因 教員の資質 

60 ・指導教員不足  

・教育環境の不十分さ（予算、時数等） 

教員不足／環境の不十分さ

（予算、時数等） 

61 ・教科書の内容が本質的ではない。(網羅的で科学の法則や

考え方を十分に理解されるようになっていない） 

・ちょっと点数が良くないと発達段階の問題として安易に削

ったり、教え方の悪さとして片付けられる傾向がある。学ぶ

ことの楽しさを味わうために、何をこそ学ぶべきかをしっか

りととらえて、学習の内容を決めていくべき。 

教科書の内容が本質的では

ない／ 

62 教材入手が大変なものがある。 教材入手 

63 子供たちの「理科離れ」は小学校教諭の「理科離れ」が原因

である。 

教諭の「理科離れ」 

64 家庭での体験不足 体験不足 
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65 家庭内での体験不足 例．ＩＨ化によりマッチを使わなくな

ったので、マッチがすれない。 

体験不足 

66 生活体験の不足 体験不足 

67 体験不足 体験不足 

68 学校外での体験不足（幼少時から） 体験不足（幼少時から） 

69 小さいころからの体験不足や過度の衛生・安全志向が原因に

なっているのかもしれない。 

体験不足／過度の衛生・安

全志向 

70 ・小さいころからの体験不足 

・親が関心を示さない 

・身近なものと感じなくなっている。 

体験不足／親が関心を示さ

ない／ 

71 ・体験不足、必要性を感じていない。 

・インターネットなどの発達により情報過多で刺激がないと

興味を持たない傾向が感じられる。 

体験不足／必要性を感じて

いない／情報過多 

72 体験不足に尽きる。 体験不足に尽きる 

73 ・中学段階では、以前と比べて理科離れが進んだとは思えな

い。 

・ものづくり体験がなくなっていることは感じる。 

体験がなくなっている／ 

74 ・ものづくりの体験が少なくなっており、そのためにやった

ことある生徒とそうでない生徒の差が拡大し、やったことな

い人は興味を示さず、クラス単位としての授業の運営がだん

だん難しくなってきている。 

・ものづくりを全くしない生徒の数がここ数年増えてきてい

る。 

体験が少なくなっており／

興味を示さず／ 

75 幼児期からの家庭生活での実体験が非常に少ない。（テレビ、

ゲームによる子守りの弊害） 

体験が非常に少ない/ゲー

ムによる子守りの弊害 

76 ・実体験が不足している（ex.マッチをつけられない） 

・興味はあるが安全面の指導が必要（重要） 

体験が不足／安全面の指導

77 幼少時からの体験の少なさ 体験の少なさ 

78 小学校からのものづくり 体験の不足 

79 家庭生活等における実体験の不足と、バーチャル空間での遊

びが主体となっており、また自分で作らなくてもお金さえだ

せばほとんどのものが手に入る時代なので、何か自分で考え

る、工夫するといった機会が減ってきていると思う。（すべ

て与えられる時代かな？） 

体験の不足／バーチャル空

間での遊び／手に入る時代
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80 体験の不足、マッチがすれない、物、火や熱に対する感覚が

乏しい。（例）火であぶったガラスにすぐさわろうとする、

ガラスを平気で折る、火の根元（温度が低い所）を使って加

熱する、火は上にあがることがわからない 

体験の不足／物、火や熱に

対する感覚が乏しい 

81 ・理科は好きと答える生徒は多い。 

・素材の性質などを理解していない生徒が多い。体験不足を

感じる。 

・ものづくりは体験を増やす上で重要と考えます。 

体験不足 

82 日常体験の不足 体験不測」 

83 他機関との連携によるものづくり体験講座の実施を行って

いるが、基礎となる家庭での体験も不足しているという傾向

が見られる。また、興味の対象が狭く、偏っているなどの生

徒の実態が気になる。 

体験講座の実施／体験も不

足／興味の対象が狭く、偏

っている 

84 子どもたちが小さい頃から自分でおもちゃなど手作りで遊

ぶ機会など無くなってきていると思う。全て、買い与えてい

る現状や、むかしはプラモデルなど男子であれば好んで作っ

たりしたものであるが、近ごろはそれも少なくなってきてい

るのではないかと思う。 

経験不足／遊び 

85 経験不足による想像力の低下、面倒くさがりの傾向 が原因

として見られます。 

経験不足／面倒くさがり 

86 ・子供のころの経験不足 

・安易に遊ぶことができる(工夫がいらない）遊び道具が多

い 

・想像することをこばむ（目的外使用のできる)遊び道具が

ない 

経験不足／容易に遊び 

87 ・ガスバーナーが手際よくつけられない生徒が多い。(マッ

チの取り扱い方） 

・ノコギリ引き、かんながけが経験不足で不慣れである。 

生活体験 

88 生活経験が乏しい中で、やはり学校や社会教育の役割りが今

後重要と考える。 

生活体験 

89 幼少児からの生活体験が不足している。又、画面に向かって、

あるいはスイッチに向かって、ON or  OFF で処理してしま

っている傾向にある。しかし、時間をかけてものづくりに取

り組ませると、よろこんで活動する生徒が多いのも事実であ

生活体験不足 
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る。幼少児から時間をかけて生活実体験を日々積ませたい。

90 本校の現状では、理科離れ・ものづくり離れが拡大している

とは認知していない。しかし、生活経験の不足を感じる場面

が増えてきているのは確かである。 

生活経験の不足／認知して

いない 

91 生活体験が自然から遠ざかっている。 生活体験 

92 ・基礎となる家庭での生活体験・知識がない。 

・学校教育の現場では限界があるが、マッチの擦り方など基

本的なところから行っている。 

・幼少期、小学校低中学年における大人の働きかけがとても

大切だと感じる。興味ない子どもなどいないと思うが、自然

現象や物事の見方を教えない、教えられない、お手伝いをさ

せないなどの原因があるのではないでしょうか？ 

生活体験・知識がない／大

人の働きかけがとても大切

93 生活体験がとぼしい。プラモデルすら作ったことがない。 生活体験がとぼしい／プラ

モデルすら作ったことがな

い 

94 ものづくりの生活体験が少ないし、ものをつくること自体あ

る意味大変労力を必要とする。 

生活体験が少ない／労力を

必要 

95 ・生徒の全てに言えるが、生活体験が少なく、当たり前と思

っていたことができない。 

・知的教育重視で体験的教育の時間が、生徒の生活の中で少

なくなっている。 

・子どもに向きあう時間が学校の中でも少なくなっている。

・教員の、個々の生徒の学力向上の為の時間が少ない。 

生活体験が少なく／知的教

育重視／向きあう時間 

96 生活体験が不足している。 生活体験が不足 

97 ・生活体験の減少 

・耐性の欠如 

・過剰な衛生概念（くさい、よごれる、きたない etc） 

生活体験の減少／耐性の欠

如／過剰な衛生概念 

98 生活体験の不足（小さいころからの体験が不足していると思

う） 

生活体験の不足 

99 日常生活における生活体験の不足 生活体験の不足 

100 ・生活体験の不足 

・社会の変化 

・大人の見方の変化 

生活体験の不足／社会の変

化／大人の見方の変化 
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101 生活様式が大きく変化していく中で、「昔は・・・」という

ノスタルジックな感覚で方策を考えるのはあたらないよう

に思います。やはり、具体的な学習環境の改善を進めるべき

（個人的な現場の工夫、努力には限度があります。） 

生活様式が大きく変化 

102 ・社会の変化にともなう生活スタイルの変容、感受性の変化

・生徒の「耐える力」の減退 

・授業時間の縮減 

生活スタイルの変容／耐え

る力」の減退／時間の縮減

103 ・家庭生活での体験が少なく、火・電気を必要以上に怖がる

傾向にある。 

・筋道を立ててじっくり考えるのが苦手ですぐに答えを求め

る。 

・実験は好きであるが、どうしてかを考えるのは苦手である。

・実験をやりっぱなしでは十分に理解されず、時間が不足し

ている。 

生活での体験が少なく／実

験は好き、考えるのは苦手

104 ・日常生活における実体験の少なさ 

・科学情報の豊富さ 

生活における実体験の少な

さ／科学情報の豊富さ 

105 教育（学校）現場の体験不足より生活（日常生活、家庭生活）

の場面での体験活動不足 

生活の場面での体験活動不

足 

106 日常生活の中で、木工にしても電気にしても、いじって遊ぶ

ことがなくなっている。工具が家庭になくなっていたり、親

も使わなくなっているので、子どもが興味を持つことなく育

ってきているのではないか。 

生活の中で、木工 

107 生活の中での経験が稀薄となっている現状では、ものづくり

をする経験にこそ価値がおかれ、よりよいものづくりをす

る、改善する、修正するなどの部分はワンランク上に。 

生活の中での経験が稀薄／

ものづくりをする経験 

108 本来は、学校で学ぶものでなく日頃の生活の中で学びとって

いくものかと思っています。 

生活の中で学びとっていく

もの 

109 一般の家庭生活の中で、家具を作ったり、庭いじりをしたり、

料理を作ったりということが減っている。料理もほんの少し

の手間で完成する様なものが売れる時代である。あらゆる場

面で便利な一方、もの作りの機会が減っている。また、いざ

作ろうとすると、初めから作るには複雑すぎるものが多く、

一般には作ることができないものが増えていると思われる。

生活の中で作ったりが減っ

ている／便利な 

110 ・家庭（幼少期）での体験が少なくなっている。 家庭（幼少期）での体験／
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・小学校の理科授業で、演示ですませている場合が多く、体

験活動が少なくなっている。 

・外へ出てのあそび体験が少なくなり、自然現象を肌で感じ

たり見る場面が減っている。 

体験活動が少なく／自然現

象を肌で感じたり 

111 世間（とりわけ家庭や地域）での風潮か、すぐ「めんどうだ」

「じゃまくさい」などと生徒はいやがる傾向が強い。 

家庭や地域）での風潮か 

112 昔は学校教育以前に家庭や地域での体験がまずあった。豊富

な予備知識をもったうえで入学してきた。今は予備知識が０

で入学してくるので、１から教えなければならない。 

家庭や地域での体験／予備

知識が０ 

113 家庭生活の変化、経験不足、自然とのふれ合いの不足、生活

が便利（マッチを使うことがない） 

家庭生活の変化／経験不

足・自然とのふれ合いの不

足、生活が便。 

114 ・子どもたちの生活の変化。実物にふれる機会がなく、画面

上のものでしかなくなっている。 

・自然体験がない。 

・将来の仕事の希望に製造関係をあげる生徒が少なくなって

きている。 

生活の変化／自然体験がな

い／将来の仕事の希望 

115 経験がなく工具の扱いなど不慣れであるが、ものを作ること

自体は好きな子が多いと思う。できるだけ体験させるとよい

と思う。 

経験がなく工具の扱い／も

のを作ること自体は好き 

116 ・幼児期幼年期の外遊び、集団（群れ）遊び、土や木々草花・

虫をさわる経験が決定的に不足。 

・遊びの室内化、単独化こそ最大の要因と思われます。 

・大人の価値観・生活観が変化し、生活様式も変化している

影響が大。（携帯は繰れるが、糸電話は作れないし興味を持

たない。 

経験が不足／遊びの室内化

／生活様式も変化 

117 上記に関連して、やはり学校外での経験値が著しく低くなっ

てきている為、失敗（怪我）から学ぶことすらしていない生

徒たちが多い。また、授業では限られた時数の中で成就感を

味あわせようと、出来るだけ失敗させない指導になりがち

で、この辺りも要因としてあると考えられる。 

経験値が著しく低くなって

きている／失敗（怪我）か

ら学ぶ 

118 子供（小さい）の頃からの経験不足 経験不足 

119 幼少期の経験不足、不器用 経験不足／不器用 

120 とにかく実体験が減ってしまっている。 実体験減少 
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121 経験不足を感じる。体験、実験の経験は重要であると感じる

が、その整備をもっと充実させることも大切であると感じ

る。 

経験不足を感じる／ 

122 幼児期における自然とのふれあいの減少 自然とのふれあいの減少 

123 ・家庭で海や山など自然に出かけていく機会が減っていると

感じる。 

・家庭で工作をしたりものづくりすることが昔より減ってい

ると感じる。 

自然に出かけていく機会／

家庭で工作 

124 身近な自然に接する授業を行う機会が少ないのでは。 自然に接する授業 

125 ・手間暇かけて地道に実験や観察をしていくプロセスになか

なか興味を持ちきれない。 

・自然事象に対しての絶対的な体験の不足(学校外での）か

ら、興味や関心が持ちきれない。(他にゲームなどのおもし

ろいものがいっぱいある。バーチャル（リセット可能）な世

界で満足してしまう。 

・理数を勉強しても、お金持ちにはなれない。 

自然事象／体験の不足／手

間暇かけて 

126 自然体験、家事の経験の欠除 自然体験／家事の経験の欠

除 

127 自然体験が乏しい。幼少時より自然の中で遊ぶ経験が少なす

ぎる。工具を使う経験がなさすぎる。 

自然体験が乏しい／工具を

使う経験 

128 自然体験の不足（幼児期における） 自然体験の不足（ 

129 ・自然体験不足 

・失敗することをいやがる 

・失敗したことをもとに次に生かすように思考できない 

自然体験不足／失敗をいや

がる 

130 そうは思わないけれど、子供たちは自然の興味はもってい

る。 

自然に興味 

131 学習指導要領が、生徒の理解の歩調に合っていない。時間を

かけじっくり系統的に学ばせるような教科書になっていな

い。 

学習指導要領／教科書にな

っていない。 

132 学習指導要領が悪い。 学習指導要領が悪い 

133 学習内容がうすすぎる。深く考えるという観点から観た教材

が以前より圧倒的に少ない。 

学習内容がうすすぎる／教

材が以前より圧倒的に少な

い 

134 学習内容が薄いものになっている。 学習内容が薄い 
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135 学習内容が薄くなっているため、物事を本当に分かったとい

う気持ちになれない内容となっている。（例えば、原子の構

造を学習しなかったりしている） 中学生位になると、原理

原則が分かるから面白い事もあるのではないか。 

学習内容が薄く／原理原則

が分かるから面白い事 

136 理科では内容が減りすぎて逆に興味がうすれる。教科書の内

容や授業時間など見直しが必要 

教科書の内容が薄い 

137 小学校における生活科（1・2年）から理科(3年)へ移行の際

に、内容がいきなり科学的になり、理解できない生徒が増加。

この段階からすでに理科離れが始まっている。以前のように

1年次からきちっと理科として教えていくべき。 

内容がいきなり科学的にな

り／理科離れが始まって 

138 ・理科の内容がうすくなり、知的探求を満足させていない。

・ 考えることが苦手。ただ暗記するだけの方が好き。 

内容がうすくなり／暗記す

るだけ 

139 ・学習内容が少なく、授業数も少ない。 

・生徒が年々手のかかることを嫌う傾向が強くなってきてい

る。 

内容が少なく／授業数も少

ない／手のかかることを嫌

う 

140 指導内容の減少 内容の減少 

141 ・教科書の内容の削減 

・他教科に比べて、理科が特に「嫌い」という生徒は多くな

いと思います。 

内容の削減／嫌い」という

生徒は多くない 

142 「総合的な学習」をやるよりも、理科・技術の内容を充実さ

せ、実験・実習を行った方が、理科・技術の楽しさを伝えら

れると思う。 

内容を充実／実験・実習を

行った方 

143 ・「理科離れ」と言うよりは「学習離れ」を感じる。学習内

容が削減され、教科書も写真・イラスト・図が中心で、文章

が少ないことも本質から離れているような気がする。 

・ものをつくるための根気、がまん強さ、ていねいさが著し

く欠けている生徒が増えパソコン操作のようにボタン一つ

で何でも出来るかのごとく考えているようだ。 

学習離れ」を感じる／学習

内容が削減され／写真・イ

ラスト・図が中心 

144 子供達は本当には、不思議なことが好きで理科がきらいとい

うより学問として考えることが嫌なのだと思うので、そこを

うまく授業に結びつけるアイデアが必要だと思う。けっして

理科が嫌いというわけではないと思う。 

学問として考えることが嫌

なのだ／授業に結びつける

アイデアが必要／不思議な

ことが好き 

145 理科、カリキュラムの配列が学習淳にならんでいないので問

題がある。例、原子・分子・化学変化をやる前に光合成・中

カリキュラムの配列 
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和などを教える、地球の日周運動を学ばず、天気の変化、南

中高度の変化を教えるなど 

146 実験・観察については、安易に生徒に妥協せずしっかりと指

導をすれば、きちんと実験を行うことができる。 

実験・観察／しっかりと指

導／ 

147 ・実験・観察は好きだが、論理的にまとめたり地道にデータ

をとったり等の作業は嫌う傾向の生徒多くなっている。 

・教師にゆとりがなく、十分な準備をする間もなく授業に追

いまくられている。 

・教育予算は削られる一方で、反面、新しい科学内容や個に

応じた教材等、やらなければならないことが多すぎる。また、

小学校あたりで英語等導入はあるようだが、理科関係の予算

増とは聞いたことがなく、お金をかけず結果だけ求められて

いるような気がします。 

実験・観察は好きだが、論

理的にまとめ／ゆとりがな

く／予算は削られる 

148 理科の実験・観察への意欲は高い。知識・理解や思考力に結

びつける事からは離れたがっている可能性はある。 

実験・観察への意欲は高い

／知識・理解や思考力 

149 ・実験・観察や製作にかける時間があまりとれない。本来で

あれば理論や背景などを充分にわからせたうえで行うべき

ものがそうなっていない。 

・技術に関しては、時数が少なすぎてものづくりの楽しさを

十分に味あわせてあげられない。 

実験・観察や製作にかける

時間／技術の授業時間数 

150 教科書にのっている実験があまりおもしろくないのでは。 実験があまりおもしろくな

い 

151 「ものづくり」はできてませんが、子ども達は実験が大好き

ですが、それを自分達の生活の中で起こっている事象やニュ

ースと結びつけて考えるところは弱いように思います。 

実験が大好き／生活の中で

起こっている事象 

152 実験ではとても楽しそうにやっている子供も多くいます。 実験ではとても楽しそう 

153 本来楽しくじっくりとり組むべき実験などが削減によりか

け足で進まなければいけない。 

実験などが削減によりかけ

足 

154 理科において観察実験には興味はあるが、得られた結果等か

らの考察から苦手意識がある。 

実験には興味／考察から苦

手意識 

155 実験に対し関心はあるが、その実験の原理や考察については

関心が薄い。そのため、おもしろ実験教室のような状態で授

業が終わってしまい、理解や知識の定着に持って行くのは難

しい(全ての生徒ではないが） 

実験に対し関心はある／原

理や考察については関心が

薄い／ 
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156 理科の実験に対する興味・関心は高いと感じる。現在の理科

の授業時間数では、色々なことに取り組む時間が少ない。→

もてあましている総合的な学習の時間を教科にもどす方向

がいいのではないか。 

実験に対する興味・関心は

高い／時間数が少ない 

157 子供たちの興味・関心を持たせる観察・実験の工夫・改善 実験の工夫・改善 

158 おもしろい実験や意外性を見せると関心は高まるが、原理や

法則になると関心がうすれていく。このあたりの課題が大き

い。 

実験や意外性を見せる／原

理や法則になると関心がう

すれ 

159 実験や活動には意欲的に参加する生徒が多いが、そこから考

えることに抵抗感がある生徒が増えてきている。 

実験や活動には意欲的／考

えることに抵抗感 

160 理科については実験を楽しんでいる。まとめの作業が苦手で

あるにすぎない。 

実験を楽しんでいる 

161 理科の実験を数多く行い、体験を積んでいるクラス、学校で

は理科離れは起こっていないと思う。 

実験を数多く行い、体験を

積んでいる／理科離れは起

こっていない 

162 実験等体験的な学習に関しては非常に意欲的に取り組んで

いると思います。 

実験等体験的な学習 

163 実験を行う時間がもてず少ないので理科好きにするための

機会が少ない。 

実験時間が少ない 

164 理論的な面からは離れているように感じるが、実験、体験を

伴う活動については意欲をもって取り組んでいる（一概に、

理科離れ、ものづくり離れとは認識していない）。 

実験は好き／理論は嫌い 

165 ・生徒たちは実験が大好きで、夢中になってやっています。

器具が足りなかったり準備の大変さでなかなか少人数（3〜4

人）で組めていないのが現状です。 

・教員の多忙化で、十分に準備をとれないために、授業での

実験などが小学校で減っていることを生徒の話から感じて

います。 

器具が足りない／実験大好

き 

166 少人数なのでほとんどすべての生徒実験を個別実験で行っ

ている。生徒は実験や観察は大好きで意欲的に取り組んでい

る。「理科離れ」や「ものづくり離れ」を感じない。 

「理科離れ」や「ものづく

り離れ」を感じない。 

167 機械の発達と外での遊ぶ機会が減っているために、理科の体

験自体が減っている。 

理科の体験減 

168 本校の生徒の実態を見る限り、そのような拡大傾向は見られ 理科離れは拡大していない
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ない。 

169 子供たちは、けっして「理科嫌い」「ものづくり離れ」はし

ていないと思います。 

理科を楽しんでいる 

170 理科には興味をもっているが難しいという所で敬遠する傾

向にある。 

理科には興味をもっている

171 小学校で生活科が発足していらい理科の系統性がなくなっ

たのではないか。中3でも糸電話を作ったことがないという

生徒が多かった。 

理科の系統性がなくなった

172 ・理科離れも女子生徒の理科嫌いも起きていない。 

・魅力ある教材を工夫しつつ、基礎学力も保障することが大

切！ 

理科嫌いも起きていない／

魅力ある教材を工夫 

173 小学校の理科専科が教務主任のため(担任をはずすため）に

あてられ、おろそかになっているのが原因も考えられる。理

科専科は専門の人をあててほしい。 

理科専科は専門の人 

174 理科離れやものづくり離れが起きているとは、本校では思え

ない。教師がきちんと理科離れ生徒は理科、技術は大好きで

ある。 

理科離れ／ 

175 理科離れという教科の離れという意味よりも、考えること、

つまり思考する力が低下していると思う。 

理科離れ／思考する力が低

下 

176 本校では「理科離れ」をあまり感じていません。 理科離れ」をあまり感じて

いません 

177 理科離れは感じていません。 理科離れは感じていませ

ん。 

178 特に感じていない 特に感じていない 

179 本校においては特に感じない。 特に感じない 

180 ・子供であっても日本の社会で理系の職が責任が重く、労多

く、それに対して報われることの少ないことを実感していま

す。 

・子供が安心して工作を楽しむ場所も時間も失われてしまっ

ています。 

理系の職が責任が重く／工

作を楽しむ場所も時間 

181 子どもたちがより手軽でおもしろいＴＶゲームに慣れて、も

のづくりの体験が少なすぎる。 

ＴＶゲームに慣れ／体験が

少なすぎる 

182 携帯を使う時間とＴＶゲームをやる時間が長く、何も考えな

い時間が長すぎて、何故だろうという発想が生まれない。 

ＴＶゲームをやる時間が長

く／何も考えない時間が長
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すぎ 

183 今の子どもたちはコンピュータゲームをする時に攻略本を

見ながらすすめていく。つまり自分で考えたり探したりする

ことなく答をほしがる。したがって、物事を論理的に考えた

り、しくみをさぐったりすることは、面倒な作業ということ

になってしまう。理科などは単なる暗記科目となってしまう

ことになる。 

ゲーム／答をほしがる／面

倒な作業 

184 ・コンピュータゲーム（ＴＶゲーム）などの遊びが非常に多

い。 

・自然体験、直接体験が少ない。 

ゲームが多い 

185 小さい頃の遊びが、ゲームなどが多く、物理的な現象を楽し

みながら学ぶ場が少なくなっている（たこあげ、ビー玉、め

んこ、けん玉など） こままわし ・・・遠い昔のものにな

ってしまった。 

ゲームなどが多く 

186 テレビゲーム、マンガ、テレビ番組、インターネットなどに

時間をとられることが多く、実体験を伴う遊びや経験が大き

く減っていることが要因ではないか。 

ゲームなどに時間をとられ

る／実体験を伴う遊び 

187 技術の授業においては、木材加工で簡単な製品をつくらせて

いるのだが、やはり最近の子供はゲーム世代で育ち、設計図

を見て何かつくるという経験をしていない。（設計図を見な

い、見ても分からない。）よって、授業の中でつくる工程を

イメージさせて、分かりやすく説明しながら製作させてい

る。ものづくり離れにならないためには失敗させないこと、

失敗しても教師が支援して完成させた喜びを味わせること

が大切だと考える。あと何を作るのか教材選びもとても大切

だと思う。 

ゲーム世代／設計図を見な

い、見ても分からない／完

成させた喜び 

188 子どもたちの遊びが機器を使ったゲーム中心になっている ゲーム中心／遊び 

189 テレビゲーム機の流行により遊びが限られてきた。 テレビゲーム機の流行 

190 ・バーチャルな体験 

・安いものが簡単に手に入る 

バーチャルな体験 

191 メディアで済ませて実体験をおろそかにしていく傾向があ

る（生徒、保護者）。 

メディア／実体験をおろそ

かにしていく 

192 理科離れについてはそれほど拡大しているようには感じら

れないが、メディアによる視覚的な影響やフェスティバル的

メディアによる視覚的な影

響 
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な理科（科学）に興味がいってしまい、教室での授業に不都

合が出ている。 

193 ・生活に物があふれ、工夫や考える機会が少なくなっている。

・遊びがテレビゲーム中心になり、物にふれる機会が少なく

なった。 

テレビゲーム中心／工夫や

考える機会／物にふれる機

会 

194 身のまわりの家電製品などがハイテク化し、基本的な構造や

仕組みに関心が向きにくくなっている。 

ハイテク化／基本的な構造

や仕組み 

195 機器のブラックボックス化 ブラックス化 

196 今の子供たちは生まれる時から当たり前のようにむずかし

い機械に囲まれているが、その操作については簡単になって

いるので余り疑問を持たないのではないかと思います。それ

がしくみや原理など、どうしてなのだろうなど思わせないの

ではないかと思います。 

ブラックボックス化 

197 最近の機器は小型化・高度化・ブラックボックス化しており、

ハードに興味を持っても理解ができない（ウラ蓋をあけるこ

とすらできない）。以前なら機械・電気などに関心を持った

であろう層が皆ソフトやネットに流れており、これは思った

以上に深刻なことかもしれない。 

ブラックボックス化 

198 技術が向上し、昔のＴＶ，ラジオのように少々の分解では、

中身を見ることができず、生徒が興味関心をもちにくい。 

ブラックボックス化 

199 ・多くのものがブラックボックス化し、もののしくみについ

て実感と感動を得る場面が少ない。 

・理系やものづくりへの社会的要請が弱い。 

ブラックボックス化／しく

みについて実感と感動を得

る場面／社会的要請が弱い

200 ・パソコンや携帯電話などがブラックボックス化されて、し

くみにふれることが少ない。 

・ゲーム機が多く、遊びを工夫する必要がない。 

ブラックボックス化／しく

みにふれる／ゲーム／工夫

する必要がない 

201 ・身の周りにある”もの”がブラックボックス化し、分解で

きず仕組みを探ろうとする意欲がわかなくなっている。（使

うのには夢中になるが・・・） 

・教えるのに必要最低限の授業数しかなく、少し横道にそれ

ても興味のわくような話ができない。 

ブラックボックス化／仕組

みを探ろうとする意欲／授

業数 

202 ・機械類が複雑すぎて分解してみるなど不可能で、ブラック

ボックス化している。 

・材料を集めて組み立てると完成品を買うより高くつく。 

ブラックボックス化／買う

より高くつく／ゲームに遊

んでもらっている 
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・ＴＶやゲームに遊んでもらっているので、自ら工夫して遊

ばなくなった。 

203 ・「理科離れ」のひとつとして、理科に勉強が入試の為のも

のになっており、生活の中に生かされていない。身近な学問

であることや将来役立つ大切な教科（勉強）であるという気

持ちを持っている生徒が少ないと思います。 

・ 「ものづくり離れ」については、小さいころには何かを

作るということが日常生活の中で少なくなっているのでは

ないかと思います。たとえば、ツルの折り紙を作ったことが

ない子がいたり、また手作りの経験が少ないためカッターな

どの道具を使えない子がかなりいる。 

受験／生活体験 

204 受験の為の理科は最近では、はやらない。本校は中高一貫の

メリットをいかし受験理科を教える必要がないため、ゆとり

をもって授業できている。中高一貫校のメリットである。 

受験／理科不要 

205 受験制度など、すべての事柄について、将来的な展望（ビジ

ョン）を持てるように見直しをしていくべきである。 

受験制度／将来構想の開示

206 受験とものづくりがごっちゃになる教育はできません。受験

がある以上、理科ではその対策をする必要があり、ものづく

りは軽視されます。学校はキレイ事ではなく、現実で動いて

いますから。 

受験／対策をする必要／軽

視 

207 受験志向が強いし、現状カリキュラム上余裕はない。 受験志向が強い 

208 子どもたちにとって授業が楽しくないのが理科離れにつな

がっている。 

授業が楽しくない 

209 知識として習得しなければ入試に影響が出ると考える子ど

もたちが多く、過程から結論を導くことよりも結果だけを知

りたがる傾向が強い。また、結果だけを知っていることで高

い評価をうける、というのも影響している気がする。 

入試に影響／結果だけを知

りたがる 

210 高校・大学への入試制度が変わらない中、教科書に載ってい

る実験をこなすだけで精一杯。生徒は実験は喜んでやｒｙ

が、その後の理論的な部分になると、なかなか理解しようと

はしない。 

入試制度が変わらない中／

実験をこなすだけで精一杯

／理論的な部分 

211 ・入試対策等問題演習に主力が行っている。 

・教員に時間的ゆとりが少ない。 

入試対策等／時間的ゆとり

が少ない 

212 テスト学力の偏重 テスト学力の偏重 
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213 ・塾へ行っている子とそうでない子の学力格差により、授業

のねらいの設定が難しい。 

・小学校でたっぷりと実験、観察していない。（川遊び、野

花つみなど） 

・１～2年の生活科で、ものづくりの実践をしているところ

と、そうでないところがあり、ものづくりが必修でないとこ

ろもある。 

塾へ行っている子／実験、

観察していない／生活科 

214 深く考えようとする意欲が低い。 考えない 

215 考えることはそれなりにするが(不満もあるが）、その後の”

実行”がない子が多いように思う。 

考えることの減少 

216 ・消費が中心となった生活、ライフスタイルの変化 

・豊かになり、モノを手軽に手に入れられ捨てることのでき

る世の中 

物が豊富 

217 ものがあふれすぎて生徒がたいていのものでは感動をえな

い。 

物が豊富 

218 ・お金で買えるのでつくらなくてもよい、面倒臭いという発

想をする。 

・自然の事物、現象を知らなさすぎる。 

買う／面倒くさい 

219 ものをつくるより、買った方が手間がなく安い。 つくるより、買った方 

220 実生活としては、つくるよりも手軽に買うことができる商品

が非常に多くなり、趣味としてつくることはあっても、必要

だからつくるということがますます減ってきているように

思う。 

つくるよりも手軽に買うこ

とができる／つくるという

ことが減ってきている 

221 生活が豊かになり、欲しいものがすぐ手に入るから。 入手容易 

222 ・ものをつくる必要がない 

・原理・原則の説明が難しく、定着が不足している。 

つくる必要がない／原理・

原則の説明が難しく 

223 ・100円ショップ等で安く品物を購入できることで製作しよ

うとする興味が少ない。 

・実験、実習するための教材や教具が高く、既存の物ではボ

ロボロである。 

・思ったように作業が進まないためにあきらめてしまう傾向

がある。 

安く品物を購入できる／教

材や教具が高く／作業が進

まないためにあきらめ 

224 何でも買えるようになった（安価で）。 安価で 

225 安価で実施可能な「ものづくり」例を紹介してほしい。 安価で実施可能 
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226 安価にものが手に入る。 安価にもの 

227 物があふれている。自作すること、工夫することの楽しさに

ふれる時間が不足している。 

物があふれて／工夫するこ

との楽しさ 

228 まわりに物があふれているため、つくることに関心がうすれ

ている気がする。 

物があふれている／つくる

ことに関心がうすれている

229 小さい頃の環境が変わった。自然の中で遊んだり、工作をし

たりすることが少なくなったので、身近なことやもの、もの

づくりに関心がもてない。 

環境の変化 

230 子供のあそびにもなく、学校での時数も減り、経験値が低い。 あそびにもなく／時数も減

り 

231 与えすぎ、生徒の発想を大切にするとはなれることはない。 与えすぎ／発想、 

232 ラジオ製作でうまくいかないとリード線を切ってしまう。 うまくいかないとリード線

を切 

233 小さいころから（小学校から）おもしろおかしいものを与え

すぎたため、一見しておもしろおかしそうなものにしか飛び

つかない傾向がある。 

おもしろおかしいもの 

234 テレビ番組では「おわらい番組」が多い。科学番組でも自分

で考え、意見を出さなくても答えてくれる。こういった深く

考えることのない風潮も大きな要因になっているのではな

いか。 

おわらい番組」が多い／深

く考えることのない風潮 

235 ものづくりの機会が家庭の中から激減している。 家庭でものづくり 

236 ある程度出来上がっているものを組み立てるだけの世の中

のしくみになっている現状がある。 

組み立てるのみ 

237 ものづくりにおいて、定規を使ってはかる、暗算で計画する

など、ものづくり以前の段階でつまづく生徒が多い。 

計画が重要 

238 ・数学の力が低下しており、理科を難しいと感じる生徒が増

えている。 

・選択授業において、じっくり取り組む時間はとれるが、必

修（全体）では時間の余裕がない。 

数学力低下／必修での時間

不足 

239 楽しさを知らないため 楽しさを知らない 

240 ゆとり教育の中で、学ぶことが少なくなり、教えることが多

くなった。つめこみ型の理科教育となりがちで、理科離れが

加速しているように感じる。 

つめこみ型の理科教育 

241 ・定性的な実験はいいが、定量的な実験がうまくできていな 定量的実験 
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い。 

・危険な薬品が使いづらくなっている。 

242 ・ゲームなど、できているものを使って遊ぶ時間が長くなっ

ている（親も”楽”）（親が教えられない） 

・経験不足からくる不器用さ 

できているものを使って遊

ぶ／経験不足からくる不器

用さ 

243 単純にこちら側（教師）とり組み方次第、経験数に問題あり。 取り組み方 

244 ・30年前はナイフ、彫刻刀、はんだごてが必携で、これらを

上手く使える人が技術者に向いているともいわれました。今

ではこれらを持っている生徒は問題児で、パソコンを上手く

使える生徒（例えば内容はどうでもいいからパワーポイント

をうまく使いこなせる人）が高く評価されがちです。 

・マニュアルに従って与えられた部品で物をつくるのは、技

術向上はあっても考える力や失敗した時の対応力等を育て

ることはできません。 

・火は熱いもの、ナイフは怪我を負わすもの、光と携帯電話

の電（磁）波は同種のもので目に見えるか、見えないかの違

いはあ 

ナイフ、彫刻刀／生徒は問

題児／マニュアルに従って

245 忍耐力が欠けてきている傾向を感じる。わからないことに対

してすぐイライラし、あきらめてしまう。 

忍耐力の欠落 

246 プラモデルすら作ったことのない子どもがほとんどである。

学校や社会教育で経験させることが必要なのかとも思う。 

プラモデルすら作ったこと

のない 

247 世の中が便利になりすぎて、工夫しなくても生活できるよう

になった。 

便利さ 

248 効率を求め、面倒くさいことをさせない。ドリル学習の減少。

スポーツでも何でもルールを理解して初めてゲームができ

る。極端な言い方をすれば、ルールさえも身についていない

のにゲームをたのしもうという感じ。ぎっちり基本を教える

必要はあるし、苦しみを乗りこえたあとに本当の面白さがあ

る。その程度の我慢や注意を受け入れる強さに欠けていると

思われる。 

面倒くさい／ルールも知ら

ない 

249 最大の原因は日本で「もの」をつくるとコストが高くつくこ

とに起因している。地域の特産の「もの」を意識して「もの

づくり」を考える必要がある。 

もの」をつくるとコストが

高くつく 

250 大人がものづくりを軽視しているため ものづくりを軽視 
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251 好きな子も依然たくさんいるが、めんどくさいことがきらい

な子や作っても失敗してうまくいかないなどで「ものづくり

離れ」になっている。好きな子の数はかわってないように思

う。不器用な生徒が増えた。 

ものづくり離れ／不器用な

生徒 

252 やったことがないことが多すぎる。 やったことがないことが多

すぎる。 

253 「やり方」の問題だと思う。 やり方」の問題 

254 ゆとりがない ゆとりがない 

255 もっとゆとりがほしい。ゆとりをもって授業ができれば、も

っともっとものづくりや追求に時間が保障され理科ばなれ

やものづくりばなれは少なくなる。 

ゆとりがほしい／理科ばな

れやものづくりばなれは少

なくなる。 

256 予算不足 予算不足 

257 ・学習内容の削除により、学習内容が断片的になって暗記中

心となってしまうことで、筋道を立てた考え方がむずかしく

なっていると思う。（ex.電離イオンなしでの中和による生

成物など） 

・実験・授業を行っていての理科ばなれを感じない。 

暗記中心となってしまう／

理科ばなれを感じない 

258 理科や技術の理論と一体となった実験や実技の指導方法を

工夫創造していく必要があると思います。小さい時からでき

る限り子供達の意欲、知的好奇心、探求心などを身につけて

いくようにすべきだと思います。 

一体となった実験や実技の

指導方法／子供達の意欲、

知的好奇心、探求心 

259 理科離れは生徒の興味関心を引く授業の工夫で改善できる

が、社会全体で科学的なトピックがマスコミで取り上げら

れ、生徒に刺激を与える機会が減っていると思う。また、も

のづくりに関しても、電化製品がブラックボックス化し、仕

組みを知らなくても操作できる時代なので、作るよりも使い

こなすことに重点が置かれている（パソコンなど）のが現実

だと思う。 

科学的なトピック／ブラッ

クボックス化／ 

260 子どもたちが外であまりあそばない。 外であまりあそばない 

261 他に、苦労しないで楽しめる娯楽が増えているように思う。 楽しめる娯楽 

262 実物に触れての活動体験が不足している。 活動体験が不足 

263 理科離れとよく言われますが、それを肌で感じることはな

い。ただ、子供たちの「勉強離れ」は拡大していると思う。

理科だけとは言わず、わがままな生徒が増えているのが現状

感じることはない／わがま

まな生徒が増えている 
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です。 

264 ・教科書にある実験はほとんど行なっているが、子供たちに

感動を与えるような実験をやる余裕（時間を含めて）がな

い。 ・教師にゆとりがない。 

感動を与えるような実験を

やる余裕／教師にゆとりが

ない。 

265 小さいころからの環境に恵まれすぎている。 

・マッチをすれない。 

・カッターが使えない。 

環境に恵まれすぎ 

266 ・１００円ショップなど簡単にものが手に入ることも大き

い。 

・家庭で仕事をしない。 

簡単にものが手に入る／家

庭で仕事をしない。 

267 危険性がなく、科学やものづくりの原理につながるようなも

のがあれば利用したい。 

危険性がなく／ものづくり

の原理につながるようなも

の 

268 理科では基礎的・基本的な内容を重視する傾向にあり、その

ことが直接ものづくりへの機会や関心を薄れさせていると

感じる。 

基礎的・基本的な内容を重

視する傾向／関心を薄れさ

せ 

269 機会が少ない。 機会が少ない 

270 実験を行う機会が少ない。 機会が少ない 

271 関心や興味で生徒をひきつけても興味がつきてしまってい

きづまる。 

興味がつきてしまっていき

づまる 

272 生徒が興味を抱く内容が少なくなっている。 興味を抱く内容 

273 結果のみを重視する世の中の風潮が「過程」を大切にする目

を育てられない。 

結果のみを重視／過程」を

大切 

274 幼い頃からの原体験な活動をしっかりしておく必要がある

と思います。 

原体験な活動 

275 現実に近い事例を必ず入れるようにすることが大事になっ

てきている。 

現実に近い事例 

276 理科では現象を知る定性的なものへは興味・関心は高いと思

うが、それを理論的に理解するための定量的なところがむず

かしいように感じる。 

現象を知る定性的なもの／

理論的に理解する 

277 ・限られた時数で学力を定着させるために、一単位時間で体

験的な学習に多く触れさせることが困難になりつつある。 

・補充の時間にも、発展的なものづくり活動に充てられず、

プリント等を用いた問題練習になっている。 

限られた時数／体験的な学

習に多く触れさせることが

困難／問題練習 
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278 工具の家庭や地域での使用体験が少なくなっている。 工具の使用体験 

279 家庭での遊びも、ものづくりなど工作的なもの（ex.折り紙、

切り絵etc.)が失われている現状で、はさみ、カッター等を

安全に使う素養が欠除していると考えられる。昔は実習で注

意しなくても良かった点も、指導していかなくてはいけない

手間が増えていると思う。 

工作的なものが失われてい

る／安全に使う素養が欠除

280 ・何事にもじっくり考えて取り組むことができない子供が多

い。 

・ブラックボックス化している。 

・生物などを採集したりふれる機会が少ない。 

考えて取り組む／ブラック

ボックス化／ふれる機会が

少ない 

281 ものづくり→作るより、ホームセンター等で購入した方が安

くてしっかりしている（手間をかけなくても買える）。作る

ものと、最先端のものとの差が大きすぎる。 

購入した方が安くてしっか

り／最先端のものとの差 

282 ・作る楽しみを味わった経験が少ない。 

・遊びの中での物づくりを経験していない。 

作る楽しみ／物づくりを経

験していない。 

283 作る必要のない世の中であり、買った方が早い。 作る必要／買った方が早い

284 ・物があふれていて作る必要がない。  

・塾や部活等で忙しく、時間がない。 

作る必要がない／部活等で

忙しく、時間がない 

285 ・豊かになり使い捨ての風潮がある。 

・物が安価になり、作るより買った方が手軽である。 

使い捨ての風潮／買った方

が手軽 

286 のこぎりやかんななどの使用経験がない生徒が増えている

のは家庭での生活が大きく変化したことによる。子供の遊び

もＰＣゲームが大部分になったように。 

使用経験がない／生活が大

きく変化／遊びもＰＣゲー

ム 

287 ・市販品が豊富で「ものづくり」の必要性が見いだしづらい。

・市販品が高度な仕組みとなり、原理・原則と実際の製品が

つながりづらい。 

市販品が豊富／高度な仕組

み 

288 ・指導要領にとらわれてしまうと「ものづくり」まで行う時

間が取りにくい（理科）。 

・細かい地味な作業を嫌う生徒が多く、パフォーマンスを得

意とする生徒が増加した。 

指導要領／パフォーマンス

を得意 

289 ゲームでは失敗→リセットで最後まで到達できるが、ものづ

くりでは失敗→リセットがきなかい。やる気を失うという状

況にある。失敗しないように充分注意をする慎重さが足りな

い。 

失敗→リセット 
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290 ・生活が夜型になり、室内での遊びが多くなってきたこと。

・安心して生活できる世の中ではないので（不審者etc）、

自然との触れあう機会が減少している。どうしても、室内で

の生活になってしまう。 

・お金を出して、活動しないと体験できないのが保護者の負

担になっている。 

室内での遊びが多く／自然

との触れあう機会が減少／

291 室内中心の遊びになっている 室内中心の遊び 

292 ・実体験の不足。 

・いたれりつくせりのサービス産業。 

実体験の不足／サービス産

業 

293 子供たちが疲れ切っているように見え、元気がない。そのた

め何事においても無感動で、達成感を覚えることは少ないよ

うに思える。社会の雰囲気が子供を疲れさせているのだろ

う。 

社会の雰囲気／子供を疲れ

させている 

294 熟練者（名人、達人）に対しての評価が社会的に低く、努力

しても収入が高まらない現実が問題と思います。プロスポー

ツや芸能人のように、その人を極めると高収入と名声が得ら

れるという実利がないと、子供たちは努力を続けられない。

熟練者の評価が社会的に低

く／実利がない 

295 あまりにも出来あがった物を与えすぎているように感じま

す。例えばお茶一つとっても「ペットボトル入りのお茶」を

飲む、「沸して飲む」ことをしない→ガスの火がつけられな

い、「お湯を沸かす」ことをしない。 

出来あがった物を与えすぎ

／お湯を沸かす」ことをし

ない 

296 小学校で理科教育を充実して欲しい。 小学校で理科教育を充実 

297 ものづくりをする場所が少ない 場所が少ない 

298 技術科では「情報とコンピュータ」領域と二分されたので授

業内でじっくりものづくりに取り組むことが難しい。 

情報とコンピュータ」領域

／技術科 

299 「ものづくり」を職業としている人の賃金が少ないと報道さ

れることが多いのが原因の１つだと思われる。 

職業としている人の賃金が

少ない 

300 新製品のブラックボックス化、理論がむずかしすぎて、つい

ていけない。使えて便利であれば良いというところで興味は

止まっていることなどが考えられる。 

新製品のブラックボックス

化／ 

301 基礎学力（特に数学）の不足、中学では学習指導要領で学習

内容が削減された。今まで日本が歩んできた道と全くはずれ

ており、授業時間の削減なども理解できない。 

数学）の不足／内容が削減

302 生活科が導入されたことで理科離れが教師から進んだので 生活科が導入／理科離れが
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は 教師から 

303 現象を見る、製作する、そのことのおもしろさばかりに気を

とられ、「なぜ」を考えることを嫌う。 

製作するおもしろさ／な

ぜ」を考えることを嫌う 

304 子どもの設計力は下がってきている。 設計力は下がって 

305 小学校の理科を専科の教師が行うことのメリットとデメリ

ットの確認。専科の先生が理科能力と子どものあつかいにな

れていれば子どもは理科好きに、なれていなければ理科嫌い

の傾向がみられる。人のことを言える場合ではないが、教師

一人一人の意識を高めることが大切です。 

専科の先生／理科能力と子

どものあつかい 

306 子どもだけでなく、大人がそうだからという感がする。 大人がそうだからという感

がする 

307 知識としての学力に重点がおかれすぎているのでは？と考

えている。 

知識としての学力 

308 知識にかたより過ぎている。生徒もただ覚えることで満足し

ていることが多い。 

知識にかたより過ぎ 

309 知識や経験の価値が正当に評価されず、よく知っている子供

は「おたく」と言われてむしろばかにされている。 

知識や経験の価値が正当に

評価されず 

310 ・知識理解を中心とした進学に関する内容に興味を示す事が

多い。 

・物の変化等に関心があるが、過程を大切にしない。 

・実習にかけることのできる時数が限られているので、内容

のある教材が選べない。 

知識理解を中心／過程を大

切にしない／時数が限られ

ている 

311 地域や企業の専門家による授業の連携に対する補助や視聴

覚教材の整備 

地域や企業の専門家／連携

に対する補助や教材の整備

312 ・正答主義、点数重視により、体験を好まない（必要性を感

じない）生徒の増加、加えて中学校までの体験不足 ・授業

時間数が足りない ・教材研究に用いる時間がない 

点数重視／体験不足／授業

時間数が足りない  

313 「答え」優先の考えが強く、道すじや理論をじっくりと考え

て行動することが苦手であるため。 

答え」優先の考え／答え」

優先の考え 

314 ・生活の中で「なぜ」「どうなっているの」という考える前

に答えを知りたがる子供が多い。 

・自然体験が少ない。 

答えを知りたがる／自然体

験が少ない 

315 特に感じていない 特に感じていない 

316 本校においては特に感じない。 特に感じない 
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317 欲しいものは難なく手に入る。 難なく手に入る 

318 世の中、複雑なものがすぐ自分の身のまわりにあり（パソコ

ン、携帯電話など）、わざわざすぐに作れるようなものをし

なくても使える現状にあることが、興味関心をうすれさせて

いるのではないでしょうか。 

複雑なものが身のまわりに

あり／使える現状にある 

319 ・自然や物質そのものにふれる機会が極端に減ってきたこと

・ものでの遊びが少なくなったこと(ゲーム機の普及など) 

・学校での授業時間の減少も影響している。 

物質にふれる機会が極端に

減ってきた／ものでの遊び

が少なく／時間の減少 

320 子供たちの身の回りに存在するものが、原理がよくわからな

くても使えたりする、便利すぎる世の中になったのが一因と

感じている。理科の教科書が薄い。義務教育の理科はもう少

し深い内容にした方がよいのでは？ 

便利すぎる世の中／教科書

が薄い 

321 目の前にある便利なものは簡単に手に入ると思っているこ

と。 

便利なものは簡単に手に入

る／ 

322 ・「理科離れ」が拡大している傾向にありますが→本校では

ありません。理科を好きと言っている生徒がたくさんいま

す。決めつけないでください。 ・技術科の意見は知りませ

んが、プラモデル的なキット教材ばかりを使っているよう

で、身近な材料を使わないせいか、技術で扱うものは特別な、

特殊なものという印象を持つ生徒が多いようです。 

本校ではありません／プラ

モデル的なキット教材 

323 科学者やエンジニアが魅力的な職ではなくなってきている

社会の流れ、大人たちも明確なビジョンを示すことが出来て

いない。また、機械や電子デバイスが小型化・複雑化してし

まい、仕組みを理解しようにも難しい。昔のようにトランジ

スタを部品で買うのも困難な状況。デバイスのブラックボッ

クス化が、生徒の「ものづくり」への興味を失わせている。

魅力的な職ではなくなって

きている／仕組みを理解し

ようにも難しい／デバイス

のブラックボックス化 

324 面倒くさがり屋がすごく増えているような気がする。 面倒くさがり屋がすごく増

えている 

325 ・幼児期の遊び不足、小学校理科での内容不足、読解力・計

算力不足がかなり要因として考えられる。 

・様々な団体からの要望により、教育現場は多忙であり、授

業準備すらできない現状 

遊び不足／多忙であり、授

業準備すらできない 

326 ・子供たちの遊び方の変化 

・実技教師の軽視（受験勉強のやり方の問題） 

遊び方の変化／実技教師の

軽視（受験勉強のやり方 
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No 問－15のコメント キーワード 

327 予算の少なさ、時間のゆとりの無さ 予算の少なさ、時間のゆと

りの無さ 

328 予算不足 予算不足 

329 楽しい教材等教員自身に余裕がないと用意する時間・お金が

ない。 

余裕がない／時間・お金が

ない 

330 ・身の回りには物が多く、さらには容易に手に入れることも

あり、必要感がない。 

・こわれた物を修理して使う習慣もない。 

・地道に取り組む生徒が少なくなっている。 

容易に手に入れる／物を修

理して使う習慣もない 

331 論理的思考能力の低下 論理的思考能力の低下 

332 

 

・様々な団体からの要望により、教育現場は多忙であり、授

業準備すらできない現状 
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2－2－4 理科・技術教育における教材について 
   
  学習指導要領の「理科｣の第一分野(物理、化学系）および「技術」に関連する「教材」

などの教育の現場での状況について、科目の内容別に沿って質問を試みた。 
ここで言う「教材」は、実験用の道具・キットや現象の事例を示す冶具やサンプル

などと定義した。 
科目別としては、 

問－16 で、「物理系」の分野の教材 （指導要領での「光と音」、「力と圧力」、「物質の

すがた」、「水溶液」を含む範囲） 
問－17 で、「電気系」の分野の教材 （指導要領での「電流」、「電流の利用」を含む範

囲） 
問－18 で、「化学系」の分野の教材 （指導要領での「化学変化と原子、分子」、「化学

変化と物質の質量」、「物質と化学反応の利用」、「運動の規則性」を含む範

囲） 
問－19 で、「自然･エネルギー系」の分野の教材 （指導要領での「エネルギー資源」、

「科学技術と人間」、「自然と環境」を含む範囲） 
問－20 で、「技術系」の分野の教材 （指導要領での「技術とものづくり」、「情報とコ

ンピューター」、を含む範囲） 

 
に分類し、各問では以下の共通に質問とした。 
１） 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において （主な状況を選択くださ

い。複数選択可） 
   ① 手頃なものが無く、実験・体験学習などに不便を感じている 

② 先生が実験をしてみせる程度で済ましている 
③ 生徒が数人のグループで実験・体験できる程度は備わっている 
⑤ 実験や体験学習が難しい項目があればご記入ください（自由記述） 

 
２） 手持ちの教材の調達･手当等について （複数選択可） 

① ここ数年同じ教材を使用している （指導要領、教科書がほぼ同じであるので） 
② 近、技術の動向に併せて教材を更新した 
③ インターネット等から 新の教材の入手をして授業に活用している 
④ 教育放送、ＣＡＴＶ、バーチャル実験室等のメディア教材を活用している事例

があればご記入ください（自由記述） 

  
３） これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例 
  ① 多い（５０％以上）、    ② たまにある（５０－２５％程度）、 
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  ③ 多忙でほとんど出来ない、  ④ 良いサンプルなどがなく、自作に至らない 

 
４） これらの分野に関する教材で、良いと思う道具などの事例あるいはあれば良いと

思う実験教材などをご記入ください(自由記述) 
 これらの質問に対するアンケートの回答を、各問い毎に見ていく。 

 
（１） 問－１６ 「物理系」の分野の教材 （指導要領での「光と音」、「力と圧力」、

「物質のすがた」、「水溶液」を含む範囲）に関して 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

④

③

②

①

件数

手頃なものが無く不便

先生が実験してみせる程度

生徒がグループで実験

 

図 2－23 1) 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において  
（主な状況を選択。複数選択可） 
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④

③

②

①

件数

ここ数年同じ教材を使用

最近、教材を更新した

インターネット等から入手

メディア教材を活用

 
図 2－24 2) 手持ちの教材の調達･手当等について （複数選択可） 
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

④

③

②

①

件数

多い（５０％以上）

たまに（５０－２５％）

多忙でほとんど出来ない

良いサンプルがない

 

図 2－25 3) これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例 
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 表 2－5  １）の④ 実験や体験学習が難しいと思っている事例を記述。 

 

1 力の合成と分解 

2 力と圧力はなかなかユニークなものがなく、悩んでいる。 

3 力と圧力の単元でNに単位が変わったことで、生徒の理解が難しくなっていると感じ

る。 

4 力が伝達していく仕組み、ギア比、 速度伝達比についてに、 光と音について 

5 力がＮや圧力がＰａなのは、生活と結びついていないのでどうにかならないか 

6 目に見えない力と圧力は難しい。 

7 大気圧について、ダイナミックに見せたい。ドラム缶と火は今は無理があります。 

8 真空ポンプが欲しいです。真空鈴も必要です。 

9 状能変化のときの温度を調べるセンサーが学校に１セットしかない。 

10 光源装置（光がひろがってしまい、直進性がみづらい） 

11 光については実験道具が高額で揃えられない。手作りするには時間がない。 

12 光・音の分野での実験器具の不足がある 

13 原理・法則の本質にふれず、現象をおうだけ、深究の方法論に重点をおいた指導課程

になっている。 

14 教材の数が少なく、もっと少人数で実験させたい。 

15 既成の教具は教科書には準拠しているが、値段も高く、使いたい物ほど手元にない。

昔の古い教具ばかりが実態！ 

16 音を波として視覚的に見せること（実験器具の数が十分ないこと） 

17 音の波形や圧力など 

18 液体窒素を使った状態変化 

19 圧力ではＰａ（パスカル）など、非日常的なものが多く、特に今の子供は関心を示さ

ない。 

20 レンズの実験などはグループで行うことができるが、光や音についてもっとインパク

トのある現象を生徒に示すことができないかと考えている。 

21 レンズで光を集めて、火をおこしてみる、といった単純な作業をさせればいいと思い

ます。 

22 光の全反射 

23 それぞれに工夫がある。（先生方の意欲） 

24 この分野は中1の分野だが、内容が細切れで深めようとすると時間が足りず、じっく

り考えさせられないので不満。 

25 音の波による表現 
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26 音（モノコードが高い、真空装置が難しい）、力（台車の数がそろわない） 

27 オシロスコープが故障中である。コンピュータでの代用も器具がなく難しい（音の分

野）。 

28 「光と音」 光は暗くするので指導がいきとどきにくく、音は生徒実験をするとまじ

ってしまう。 

29 「音」波形をコンピュータで見る 

 

 表 2－6 ２）④ 教育放送、ＣＡＴＶ、バーチャル実験室等のメディア教材を活用して

いる事例 

 

1 理科ネットワークの音の分野について、それをみせている。 

2 予算の関係上最新教材でしつづけるのは難しい。 

3 毎年、工夫している。 

4 天体シミュレーション 

5 新素材の購入 

6 実験室でできないもの、演示もできないものに関して、教育放送のビデオを見せている、２０年前の

もの。最近のものは内容がうすいので使えない。 

7 音の波形はオシロスコープではなくパソコンソフトをダウンロードして行った。 

8 理科ねっとわーくのコンテンツ 

9 ほとんど自作の研究サークルで仕入れる 

10 ピタゴラスイッチ 

11 テレビ番組 

12 デジタルコンテンツ（ＪＳＴ）の活用 

13 黒いフィルムケースで作った光の直進を見るライトなど 

14 オシロスコープのソフトをダウンロードして授業で使っている。 

15 インターネットなどを通してダウンロードしたものや、自作プログラムのシミュレーション 

16 VTR(NHK教育)を利用している。 

17 ＴＶ 番組の録画ビデオテープ 

18 ＮＨＫ教育テレビの番組 

19 ＮＨＫ関連の教材 

20 ＮＨＫの中学校理科 

21 ＮＨＫの科学番組、なんでも鑑定団のごく一部 

22 ＮＨＫのテレビ放送を利用（ビデオ使い）「大人は仕事人」 

23 ＮＨＫスペシャルなど 
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24 ＮＨＫ「デジタルライブラリー」の活用 

25 ＪＳＴを利用している。理科ねっとわーく。 

26 ＪＳＴのネットワーク教材 

27 ＪＳＴのデジタルコンテンツ 

28 「新しい科学」教師用指導書CD-ROM 

 

 表 2－7 （問－16）４） 「物理系」の分野の教材で良いと思う道具などの事例あるい

はあれば良いと思う実験教材など 

 

1 良い物はあるが金額が高く買えない物が多い 

2 融解（状態変化）、化合(水の合成）等 

3 風船を用いたホバークラフトと掃除機モーターをつかった乗用ホバークラフトによる低摩擦状態にす

る運動の観察はとてもよい。 

4 入浴剤使用のレンズ 

5 電子てんびん（1000mg）を使うと、小さな金属でもかなりの精度で密度を求めることができる。 

6 地域の「理科の祭典」(石巻専修大学を中心とした実行委員会主催）の中で行っていた、液体Nを使

用した液体Oを作る実験、液体Nの噴水実験等の写真を授業で利用（活用）している。 

7 大気圧で空き缶をつぶす実験は喜んでするが、その現象がどうして起きているか理解させるのはな

かなか難しい。 

8 大がかりな実験が物理系では有効。例えば「音」では大ダイコを使う。また圧力ではポリ袋に空気を

入れていってヒト1名を持ち上げる。など。 

9 折り紙建築など紙を利用して、イメージ化を図る。 

10 縦波、横波実験器があればよい 

11 手づくりカメラ 

12 光源装置（カセットケースを用いる） 

13 光や音の教材で教師用として大型化したものがほしい。 

14 光はカメラ、望遠鏡など 

15 光の反射的当ＢＯＸ 

16 牛乳パックカメラ 

17 各種測定用具のコンピュータ用のインターフェース 

18 音波を見せるのにオシロスコープは高価すぎる。また、ＰＣソフトもあるが、生徒全員が見えるように

するにはプロジェクター(高価）が必要である。 

19 音を見る際のコンピュータ機器とソフト（教師が自分では持っているが・・・） 

20 音の分野でコイルばねとスピーカーを使って「音をみせる」と、生徒の反応がよかった。 
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21 一問一答式やキットでない、ものづくりのプログラムがあるとよい。生徒の実態に応じ、適度な困難

性があるもの。 

22 一般に販売されているものを利用しながら、家庭にあるものを使って見せています。たとえば おわ

ん＋１０円玉  はし、スポンジとペットボトル  ギター、なわとびなど 

23 圧力  大気圧 ： 排気盤の中にゴム風船を入れて気圧が小さくなった時に、ゴム風船がふくらむの

を演示で見せているが、もっと簡単にできる装置があれば。 

24 レンズ、光学台、モノコード、オシロスコープ、スタンド、レーザー光源(スリット光） 

25 レーザー光源 

26 レーザーポインタ 

27 レーザーによる光の道すじ 

28 マイクを通して声の波形が出るシンプルな装置（安価で） 

29 ブタンガスの沸騰 

30 ピンホールカメラ、箱カメラの製作と実験（全員） 

31 ビースピ 

32 ハーフミラーを利用した鏡の中の世界を体験する装置 

33 テレビ番組をこまめに録画 

34 ディスポーザブルの注射器と三方活栓で大気圧や真空実験の時の真空ポンプがわりとしている。 

35 真空鈴での音の実験 

36 ジュワーびん 

37 ゴムピタくん 

38 光源がレーザー光を使うとわかりやすい。 

39 光学台など光関係の教材 

40 オシロスコープor同様の表示ができるパソコンが実験室に12台あるといい。 

41 エネルギー保存のコースター 

42 エジソンの蓄音機のモデル（雑誌「大人の科学」附録） 

43 いろいろあるが、お金がかかるものばかりでなかなか実験できない。 

44 圧力の概念をわかりやすく体感できる教材があればよい。 

45 ＬＥＤ（→ＬＥＤ レンズの組み合せ）、真空ポンプ、火と音のソフト 

46 １００均ショップでのプラスチックのこもの入れ二層タイプ、光の屈折・反射には使いやすい。 

47 ・電気分野のもの 

・コンピュータ、シミュレーションソフト構造や強度、くみあわせ（部材） 

48 ・光源装置（安価） ・糸電話の糸を針金やスプリングにしたり、バイオリンの弦にぬるにかわで糸をす

べりやすくしたものを使ったりして、音の変化を楽しんでいる。 ・空気電話セット 大がかりなものに

なるのでカサ状のものをひろげて使えるとよい。 
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49 ・光音（カメラ作り、楽器作り） 

・電気（フィラメント作り、スピーカー、マイク、モーター作り） 

・エネルギー（ジェットコースター作り） 

50 ・液体窒素 

・１㎡のゴム板 1気圧を知る 
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（２） 問－17 「電気系」の分野の教材 （指導要領での「電流」、「電流の利用」を含

む範囲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2－26 1) 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において  
（主な状況を選択。複数選択可） 
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メディア教材を活用

 
図 2－27 2) 手持ちの教材の調達･手当等について （複数選択可） 
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たまに（５０－２５％）

多忙でほとんど出来ない

良いサンプルがない

 

図 2－28 3) これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例 
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 表 2－8 （問―17） １）の④ 実験や体験学習が難しい項目 
 

1 お金のかかるもの 

2 磁界 

3 視覚的にとらえづらい 

4 磁力などの立体的な広がり 

5 生徒が修理すれば使えるのに、修理には予算がつかない。 

6 ただし、古いものなので、いつ壊れてもおかしくない。 

7 電源装置が高い、抵抗器が高い 

8 燃料電池、超電導物質実験 

9 ビデオでみせる 

10 マイク端子付ラジカセがほしい。 

11 モーターのつくり 

12 モーターの原理 

13 モーターの仕組みを分かりやすく説明できる模型が欲しい 

14 モーターの仕組みを理解させるのが難しい 

15 感動的な電磁誘導 

16 既成の教具は教科書には準拠しているが、値段も高く、使いたい物ほど手元にない。

昔の古い教具ばかりが実態！ 

17 教材数の不足、もっと少人数で実験させたい。 

18 原理、法則の本質にふれず、現象をおうだけ、深究の方法論に重点をおいた指導課程

になっている。 

19 古いタイプの電流計、過電流により回路が焼けつく。修正が大変。 

20 磁界の実験器具 

21 磁界の立体視 

22 手頃なものを考えつくが、準備する時間がない。 

23 静電気（雷）（放電？） 

24 接触が悪くて正確に測定できないことがある。（電流・電圧） 

25 電流による時間を調べる実験（いい磁力線が得られない） 

26 電流や電圧の原理や意味の説明 

27 電流計・電圧計・電源装置が古く、生徒にとって使いづらい。 

28 熱の発生 

29 並列回路 
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 表 2－9 (問―17) ２）④ 教育放送、ＣＡＴＶ、バーチャル実験室等のメディア教材

を活用している事例 

 

1 ＮＨＫ関連の教材 

2 回路図を画用紙にかき、その上で実際に回路をつくっている。 

3 市販ＣＤ−ＲＯＭの自由電子の移動 

4 手作りモーターづくり、ブランコ作り、アルミパイプレール作り、コイル作りなど！

5 新たに実験器具を自作した。 

 
 
 表 2－10 (問―17) ４）「電気系」の分野の教材で良いと思う道具などの事例あるいは

あれば良いと思う実験教材などの事例 

 

1 発電装置（エネルギー変換として） 

2 発振器と発光ダイオードを利用したA,C,  D,Cの演示教材 

3 燃料電池関係のもの 

4 透明パイプにピンポン玉をつめて、端から１つ押し込むと反対側から１つがとび出る

→電流の伝わり方の概念 

5 電流計－（生徒が誤って）ショートになってもこわれないしくみができないものか 

6 電流計（コードをはさむだけではかれる物があると便利、ホール素子を利用したも

の）。いちいち配線をはずしたりつないだりする現行の電流計は難しい。 

7 電磁誘導を発電機、磁界から受ける力とモーターなどは結びつけやすい。 

8 電気パンやき器、魚焼き器、電球回路、ＬＥＤ 回路、電気回路作製ソフト 

9 直列回路、並列回路をボードにして、図記号配線と同じようにし、理解できやすいよ

うに工夫している。 

10 直列・並列の電流・電圧を水車でわかりやすく示したもの 

11 超電導素子等 

12 静電気発生装置（1学期～2学期前半であるため静電気がたまりにくい） 

13 静電気教材 

14 新エネルギーに関する実験製造、太陽光、風力発電など 

15 手作りモーター、手巻きコイル、既成コイル 

16 手回しバンデ君（手動式静電気発生装置） 

17 磁界の様子を簡単に観察できる装置 

18 磁界・フレミングの法則 
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19 持ち運びが楽な電源装置 

20 紙コップスピーカー 

21 軽量・小型化したパンデ（大電圧発生装置） 

22 技術分野も含めて、ロボットなどの組み立て、プログラミングによる制御は生徒の興

味を引くと思う。 

23 各種測定用具のコンピュータ用インターフェース 

24 ロボコン用ロボットの製作 

25 モーターや発電機のしくみがわかる大きなものがほしい。  

26 モーターの回る原理がわかるモデル（大型のもの） 

27 ブラックボックスを作り、電流の大きさを調べ、自分達でオームの法則を理解できる

とよい 

28 パスカル線をつくって、数アンペアの電流を流すと、強い磁場がえられるので、鉄粉

や茶づつスピーカーなどに応用できる。 

29 はく検電器（市販品あり） 

30 トランジスタを用いた増幅回路、半導体はコンピュータにもつながる。 

31 デカモーター 分解してみせる 

32 くだもの電池や燃料電池 

33 金属製の細いリボンを短かく切ったもの（電流と磁界の授業で使える） 

34 回路教材はもう少し安いものでないと購入が難しい。 

35 オシロスコープ 

36 エレキギター 

37 ・電気の可視化教材（例えば着色した水を透明な塩ビ管で流すなど） 

・現象の可視化教材（例えば増幅した信号波形など） 

38 ・静電気発生装置  ・基板 

39 ・圧電素子  ・サーモテープ  ・仮説実験授業授業書「電流とエネルギー」 

40 ・モーターのしくみを説明できる装置   ・導線のまわりに磁界ができているよう

す 

41 ・強力磁石（アルニコ磁石）を10個（生徒実験用）  ・発電機（演示用）（モータ

ー） 

42 ・100W、40W球の直列並列回路   ・静電気を体感する道具 
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（３） 問－18 「「化学系」の分野の教材 （指導要領での「化学変化と原子、分子」、

「化学変化と物質の質量」、「物質と化学反応の利用」、「運動

の規則性」を含む範囲） 
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生徒がグループで実験

 

図 2－29 1) 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において  
（主な状況を選択。複数選択可） 

 

図 2－30 2) 手持ちの教材の調達･手当等について （複数選択可） 
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図 2－31 3) これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例 
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 表 2－11 (問―18) １）の④ 実験や体験学習が難しい項目の事例 
 

1 「運動の規則性」 

2 Ｈ２Ｓ発生、Ｃｌ２発生など公立校ではドラフトなどがない。 

3 H字管の管理・操作（ゴム栓が抜け易い、液漏れが起こりやすいなど） 

4 運動の規則性の実験器具の不足 

5 化合がイオウばかり使って臭いので、何かもっと面白いものはないか検討中。 

6 既成の教具は教科書には準拠しているが、値段も高く、使いたい物ほど手元にない。

昔の古い教具ばかりが実態！ 

7 教科書に液体窒素を使った図がのっているが、手に入れるのも難しく残念である。 

8 原子・分子の概念を定着させること 

9 質量を考慮した原子モデル。 

10 質量保存の法則について電子てんびんの台数がほしい。 

11 水素還元の実験など安全にできればいいと思います。 

12 定比例の法則（金属に酸素が結びつく割合 ）の実験 

13 銅やマグネシウムの酸化と質量増加の実験・・・体験はかんたんにできるがあまり良

い結果が出ない。 

14 力学的エネルギー保存 

 
表 2－12 (問―18) ２）の④ 教育放送、ＣＡＴＶ、バーチャル実験室等のメディア教

材を活用の事例 

 

1 ＪＳＴのデジタルコンテンツ 

2 ＮＨＫ「デジタルライブラリー」 

3 ナノテクノロジー 

4 ニュートン 

5 ビデオ 

6 理科ねっとわーく 

7 化学カイロ、子どもたちが成分を分析し適量を探求している。 

8 危険な実験操作のＶＴＲ(べからず集） 

9 地上波TV「サイエンスゼロ」「所さんの目がテン」「世界一受けたい授業」「パペッ

トマペットのサイエンスでしょ」 

10 燃料電池の教材（モジュールユニット）を購入して演示した。 

11 硫酸ナトリウム水溶液を使った水の電気分解、ＮＨＫ関連の教材 
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 表 2－13 （問－18） ４）「化学系」の分野の教材で良いと思う道具などの事例ある

いはあれば良いと思う実験教材などの事例 

1 力学的エネルギー保存の法則に関する実験教具 

2 分子のモデルを見せるコンピュータソフトなど 

3 分子・原子のモデル 

4 配線カバーでの運動実験 

5 燃料電池作製（パラジウム利用） 

6 銅線を加熱し、ナイロン、ビニールにつけると塩素を含むものは緑色の炎をあげる。

→ダイオキシンなどにつながる。 

7 等速直線運動の道具 

8 電解装置、化学電池、くい打ち実験器、ふり子実験器、記録タイマー、フレキシブル

スタンド、顕微鏡、分子運動観察器、砂箱(液状化）、分子運動実験器 

9 定比例の実験、教科書実験ではうまくいかない。別のよい方法がないか悩んでいる。

10 水素の燃焼実験は危険ということで生徒実験をやらなくなっている。透明ビニールホ

ース１ｍ、直径３～４ｃｍ ゴム栓、圧電素子、導線、水そう、水素ガスボンべ、酸

素ガスボンベ。教師実験で行う。大きな音でおもしろい。 

11 色々な水溶液と金属の反応、演示もまじえながらやる。 

12 質量を考慮した原子モデルがあるとよい。 

13 原子・分子モデルは発泡スチロール球を利用して作製している。 

14 加熱後の質量がきちんと増加し、それによって天秤が傾く天秤 

15 化学反応を分子・原子のモデルで表す教材 

16 メンデレーエフの周期律を発見したことが体験できるカードみたいなもの 

17 発泡スチロールで作る分子模型 

18 テルミット反応 、炭電池 

19 低価格で個人用に使える原子・分子モデル 

20 セルを使った化学実験（マイクロスケール実験）に取り組んでいる。 

21 サイクロイド曲線、実験装置（最速になる・・・） 

22 原子モデルのマグネット、ゼネコン（手回し発電機） 

23 簡易電気分解装置 

24 ＰＨ計 

25 ・分子モデルをつくる  ・分子モデルソフト 

26 ・水の合成装置  ・水の分解で手軽に水素2：酸素１で結果がわかりやすい装置 

27 ・状態変化（物質の融解）実験装置   ・水の合成(化合）実験装置 

28 ・レールの上をビー玉などを走らせる様な、力学実験 
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（４） 問－19 「自然･エネルギー系」の分野の教材 （指導要領での「エネルギー資

源」、「科学技術と人間」、「自然と環境」を含む範囲） 
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生徒がグループで実験

 

図 2－32 1) 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において  
（主な状況を選択。複数選択可） 
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図 2－33 2) 手持ちの教材の調達･手当等について （複数選択可） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2－34 3) これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例 
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  表 2－14 (問―19) １）の④ 実験や体験学習が難しい項目の事例 

1 エネルギー、エネルギーの移りかわり 

2 エネルギー、科学技術と人間 

3 エネルギーの変換がわかりにくい 

4 エネルギー資源、科学技術と人間、自然と環境 

5 科学技術の教材 

6 教室での体験学習がむずかしい分野であると思います。外に出て研究調査する時間も

ない。 

7 自然、エネルギーは大切な分野でありながら、実験は難しく、説明で終わっているの

が実状である。 

8 実際に見せられるものが学校周辺に少ない。 

9 新エネルギー、新素材等 

10 新しい分野なので十分教材がそなわっていない。 

11 全体的に実験・体験がむずかしい 

12 エネルギー、エネルギーの移りかわり 

13 エネルギー、科学技術と人間 

14 エネルギーの変換がわかりにくい 

15 エネルギー資源、科学技術と人間、自然と環境 

16 全て 

17 そもそもこの項目の扱いそのものが難しい。 

18 科学技術の教材 

19 教材不足 

20 教室での体験学習がむずかしい分野であると思います。かと言って外に出て研究調査

する時間もない。 

21 最新のものが欲しいと思う。 

22 時間がないとビデオや本を読んで終わってしまう事もあり 

23 自然、エネルギーは大切な分野でありながら、実験は難しく、板書、説明で終わって

いるのが実状である。 

24 実験装置が高価 

25 実際に見せられるものが学校周辺に少ない。 

26 新エネルギー、新素材等 

27 新しい分野なので十分教材がそなわっていない。 

28 全て 

29 全体的に実験・体験がむずかしい 
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  表 2－15 (問－19) ２）の④ 教育放送、ＣＡＴＶ、バーチャル実験室等のメディ

ア教材を活用の事例  

1 【無料】地球温暖化防止（ＣＤ−ＲＯＭ）日英協同成作 

2 ＪＳＴのコンテンツ 

3 ＮＨＫ「デジタルライブラリー」 

4 ＮＨＫ関連の教材 

5 ＮＨＫ放送 「グーグル」 、財団寄贈の石炭新技術発電等 

6 VTR(NHK教育)の利用 

7 インターネット「理科ねっとわーく」のコンテンツを利用している 

8 インターネットでの調べ学習中心 

9 各団体から無料で送られてくる教材ＶＴＲを活用 

10 環境に配慮したエネルギーの活用についてインターネットにて 

11 資源エネルギー関係の団体からの資料を活用している 

12 自作 

13 新素材等のサンプルを取りよせて見せた。 

14 水素電池自動車  

15 文科省ミレニアム教育プランのコンソーシアムで作成したコンテンツ 

 
表 2－16 （問－19）４）「自然･エネルギー系」の分野の教材で良いと思う道具などの事

例あるいはあれば良いと思う実験教材などの事例 

1 ・エネルギー保存の法則について  ・蒸気タービンの実験装置 

2 ・大型の液晶テレビ(モニター）  ・プロジェクター   ・光発電パネル、風力

発電機 

3 ・カメラ  ・各種データロガー 

4 ・新素材は次々開発されるが、手に入りにくい。紹介で終わってしまう。 

5 ・ビー玉の瞬間の速さが測れるオモチャ（ビースピ©ハドソン）が大変便利でよく使

いました。値段も2000円程度で買いやすい。  ・自動車の衝突実験やくい打ち機な

どの映像 

6 ・自作のジェットコースターモデル 

7 ・新素材   ・エネルギーの変換に関わるもの 

8 ・地域の教材資源の情報提供   ・講習会・研修会等の情報提供 

9 ・電磁波の問題を扱う道具（教材）   ・アルミカンからのＡｌ の溶出を測定す

る器具 

10 ・燃料電池(簡単なものは自作してことはありますが) ・新素材と言われているもの
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11 1～2時間の授業でできる実験がほとんどないので、身近にできるもの。 

12 エネルギーの移り変わりに関するものを自作している。 

13 この分野においてはなかなかよいものが見つからない。 

14 さまざまな発電原理を見せる実験装置 

15 新素材など最新の教材 

16 ネオジム磁石やソーラー 

17 燃料電池実験器 

18 ビデオ教材を多く用いている。 

19 ペルチェ素子 

20 リサイクルの現状（日本は資源を外国に依存していることがわかる教材） 

21 ループコースターなど 

22 安価な1−3−セル、燃料電池などの模型 

23 鉛筆の芯を利用した燃料電池の模型 

24 学校のまわりに山や川があるのだが、校外へ行くための時間や生徒管理の制約が厳し

くて困っている。 

25 学校の施設の中に太陽電池パネルを使ったもの 

26 環境問題を体験（実感）できる教材がほしい。 

27 簡易発電装置、サンプルのミニチュアや実験装置 

28 教科書を使用し、説明する 

29 鉱物を火山灰が○○出し、検証する観察 

30 手回しの発電機を使ったエネルギーの変換実習機は大好評であった。それを常時展示

31 新素材（高分子ポリマー、形状記憶合金、ニューセラミックス、生分解性プラスチッ

クス、超合金など）の教材が不足 

32 新素材やエネルギー利用の教材が欲しいと感じている。 

33 電力会社のパンフレットや、企業の環境へのとりくみのパンフが有効である。 

34 特に新しいエネルギー、エネルギー問題などを知るために演示したり実験したりでき

る教材 

35 熱機関で動く模型など、ものづくりと関連して生徒が作ることができるもの。 

36 燃料電池（実際にＨ２とＯ２を入れると電気がおきるもの） 

37 燃料電池や形状記憶合金など新しい技術で開発されたもの。 

38 農業体験学習を取り入れ、田おとし、しろかき、田植、除草、刈入れ、乾燥、加工な

どすべての工程を実施 

39 理科ネット 
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（５）問－20 「技術系」の分野の教材 （指導要領での「技術とものづくり」、「情報と

コンピューター」、を含む範囲） 
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図 2－35 1) 手持ちの教材による実験や体験学習の進め方において  
（主な状況を選択。複数選択可） 
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図 2－36 2) 手持ちの教材の調達･手当等について （複数選択可） 
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図 2－37 3) これらの分野における教材を学内・先生が自作にて用意する事例 
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表 2－17 (問－20) １）の④ 実験や体験学習が難しい項目の事例  
 

1 インターネットを使用しての授業 

2 エネルギー変換 

3 この項目の扱い自体が難しい。 

4 コンピュータウィルスやＥメールの疑似体験ができるソフトがほしい。 

5 ラジオ製作 

6 基本的に時数不足 

7 機器がグループ分ない 

8 教科書の「情報とコンピュータ」は紹介程度の内容なので、教材は教師がつくる。 

9 極端に不便さは感じていないが、もう少し時間が捻出できればと常々思っている。 

10 金属を加工する道具や機械が古くなり今は使えない。 

11 工具不足 

12 時間の不足 

13 時間数が少なく、実験までできない！ 

14 実験等で時間を費やすと作品が完成しづらくなる。 

15 週に1時間の授業で、体験学習の回数や予定が作れない。 

16 制御ロボット 

17 全く何もしない生徒が最近ふえてきている。 

18 電気、屋内配線、発電の仕組み 

19 電気回路（とくに部品の働き）、ロボットなどの機構・メカニズム 

20 電気教材の実験 

21 道具がなくなったり、使い方がひどかったり意外なことがおこる。 

22 木材の組織クランク機構、エネルギー変換（発電）（整流子誘導モーター） 

23 木材加工・金属加工の工作機械の配備されていない学校や数の不足が目立つので難し

い。 

 
 
 表 2－18 (問－20) ２）④ 教育放送、ＣＡＴＶ、バーチャル実験室等の 

メディア教材を活用の事例 

1 ＮＨＫスペシャル等の番組を紹介している。 

2 テレビ会議システムの活用 

3 プロジェクトＸ  ＶＴＲ 

4 ロボット製作 
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5 最新ではないがフリーのFlashソフトは利用している。「ものづくり」かどうかは難

しいところだが。 

6 鉄腕ダッシュのダッシュ村 

7 文科省ミレニアム教育プランのコンソーシアムで作成したコンテンツ 

8 本校コンピュータ室の情報機器 

 
表 2－19 （問－20） ４）「技術系」の分野の教材で良いと思う道具などの事例あるい

は あれば良いと思う実験教材などの事例   

 

1 「情報とコンピュータ」でフリーソフトのタイピング練習は生徒のスキルアップの上

で効果大 

2 ・（個人的な考えですが）電気回路に興味を持ってもらうために「電子ブロック」が

欲しい。 

・雑誌メディアで隔週に発行されている「ロボット」教材 

3 ・パソコンの分解模型        ・ものづくりにおける様々な加工見本 

4 ・ビデオ,テレビ番組   ・Ｆｌａｓｈ自作 

5 ・機構（運動伝達の仕組み）    ・自転車発電機、自転車をこぐとランプが点灯

6 ・磁気調理器や電磁波を利用した、熱への利用原理を説明・体験できるもの。 

・発光ダイオードと太陽光発電の原理を説明できる教材。 

・エンコーダとレコーダ説明器等 

7 ・伝達に関する実験装置      ・電気系     ・構造系 

8 板材の接合における繊維方向の関係についての実験教材 

9 インターネットが自由に使えない状態なので授業での活用がむずかしい。そのため生

徒が一人一台パソコンやネットを存分に使える環境が望ましい。 

10 インターネットランドがさらに充実すれば良いと思います。 

11 かけ声だけで、資料配付だけで終わっているのではないでしょうか。研修等があった

わけでもないので（私には伝わってきていないのかもしれないが）、よく知りません

でした。 

12 技術分野は充実している 

13 小学校で扱う豆級（ランプ）、乾電池でかなり扱っています。 

14 製作に関するデジタルコンテンツ 

15 電気の回路の学習ができるようにスイッチや電球等を1つの板に取り付けた実験板 

16 ベルトサンダーがあると非常に便利である。 

17 本校のＯＳは９８なのでＸＰ以上のものがほしい。 

18 マイコンの製作 
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19 ものづくりの必要な工具がない学校があったり、機械を使えない先生がいるので、道

具をそろえることが大切だと思う。ＰＣも個人持ちの学校現場はおかしい。 

20 理科室にインターネットの接続の環境がなく、またプロジェクタ・パソコンの設置も

されていません。なかなか情報がしたくてもできないのが現状です。 

21 ロボットづくりやコンテストを目指しての製作活動 

22 安価な材料のサンプル(木材、プラスティック、金属各種）、そろえるのが大変。あ

っても高い。 

23 機械工具は多くある。活用していない。活用できない。時間が少ない。 

24 教材ではないのですが、コンピュータの更新が定期的に予算化されるといいです。 

25 教師の手本の様子を拡大し、提示できる状能設備がほしい。 

26 蛍光灯実験板（アルゴン有や無の蛍光管や蛍光塗料なしの蛍光管） 

27 材料の強度を確認させるための教材 

28 糸のこ（電動）、旋盤、フライス盤、ボール盤 

29 手回し発電機（ダイナモ） 

30 手工具を中心に使用させている。 

31 授業に関係する準備はほとんどできない程に多忙である。人手不足で、大変である。

32 情報モラルに関する最新の事例 

33 新しいパソコン（現在Windows98を使用） 

34 身近で手に入りやすいものを使った「ものづくり」の実例を教科書でもっとあつかっ

てほしい。高価であったり、入手しにくい材料であったりすると、用意することがで

きないことが多い。実験に対する興味は、生徒は強く持っているので、なんとかその

情熱を無駄にしないようにしたい。 

35 生徒たちの関心がロボットやコンピュータに多く集まるので、教材を備えたいが、高

額な物が多いので実際には簡単な機械要素の学習しか出来ていない。それで、コンピ

ュータ制御で動かせる実習教材を手に入れたいと考えている。 

36 生徒の発想を生かし、総合的視野でものづくりを考え実行している。 

37 太陽光発電の仕組みの学習（ソーラーパネル：花巻中） 

38 発光ダイオードによる交流を実感させる教具 

39 風力発電機、制御ロボット 

40 本校ではプログラムをつくってロボットを動かす教材を使用している。 

41 木材の強度を調べる教材 

42 木材の曲げモーメント実験装置（自作）、電気回路実験装置(自作）、切削の仕組み

等の自作ビデオ教材など 

43 予算減の中で思うように教材を購入できない。 
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2－2－5 「ものづくり教育」に関する教育現場からの現状や意見など 
 
   問－21 において、「手作り、体験、現場・現物を見て知るなどの「ものづくり教育」

が、文部科学省、経済産業省など行政の指導の下に各種の事業として推進されていま

すが、教育の現場から見た要望、改善点、ご意見などご記入ください。（教科書、指導

要領、実験機材、実験要員、地域・企業等との連携、など特に範囲は限定しません）」

という形でアンケートの対応していただいた理科・技術系の教員に皆様の自由なコメ

ントを戴いた。 

 
   コメントの記入件数は約 240 件に及んだ。 表 2－20 に、アンケートに記載された

コメントの一覧を示す。コメントの右側の列のキーワードは編者が整理のために付与

したもので、コメント記入者の意思を反映したものではない。 
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 表 2－20 「ものづくり教育」に関連する理科・技術担当教諭の意見・希望等の一覧 
                                   

No  問－21             コメント キーワード 

1 ・ものづくりは思考の技術であるととらえる。このことはあらゆ

る「生きていく力」に通じるところがある。 

・発想→計画→実行→評価のサイクルを次々と体験することがで

きる。実生活に役立つ体験である。 

・本校では選択理科の中で「ものづくり」を進めている。今まで、

「エアホッケー」「クラシックギター」「望遠鏡」「花火」など

を作ってきた。しかも本格的なものである。キットは一切使わな

い、材料から自分たちで手に入れ、約半年単位で完成させた。こ

の中から生徒達はつくる楽しさ、考えるワザを身につけた。 

・課題は[活動時間]と[お金 

時間、予算 

2 ものづくりには時間がかかるので、学校教育の中では十分に指導

しにくいと思われます。 

時間が掛かる 

3 ものづくり分野において、製作の時間が８時間程度では実際問題

として組みつぎはおろか、かんながけすらできない。また、選択

の授業で深化させる内容にとりくんでも教材費が払えない生徒も

多く、それに加え、傾ったメンバーが集まり指導しにくい。教育

課程そのものに問題があるように思える。 

時間が少ない 

4 大変すばらしいことだと思います。とにかく科学の学習には実体

験（見るも含めて）が不可欠だと思います。中学校の理科には高

校のように実習助手もいない状態なうえに多忙で、さらに予算が

少ないというたくさんの課題があり、日常的に苦しんでいます。

時間が無い、予

算が少ない 

5 いつも教科に力を入れたいと思っているが、教科以外の仕事が多

すぎて教材研究などする余裕が十分にとれないのが現状である。

教員の人数を増やすなど、もっと根本的な点を見直す必要がある

と思う。 

時間が不足 

6 時間数との関係で授業の中で多くの体験を行わせることが難し

い。 

時間数 
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No  問－21             コメント キーワード 

7 ・①教えるべき内容が増え、時間は増えない。 

・②コンピュータの学習は必要だが、加工貿易の国のものづくり

教育も必要。 

・③体験をして学習するには、自力で考え、自分の手を使い、完

成させるプロセスが必要。 

・①～③の折衷案では実際、有効策となりえないというジレンマ

がある。 

時間数／内容

増、 

8 指導要領、教科書は「ものづくり」の視点で「情報とコンピュー

タ」を構成することが一貫性があり、教科の特徴が出て良いと思

う。又、時間数が少ないため、3学年で技術と家庭で1時間では、

(17時間）十分な教科教育ができない。 

時間数が少な

い、技術と家庭

9 3年生の理科の配当時間が少なすぎる。技術の時間も減らされ、週

０．５時間（3年）ではふみこんだ学習ができない。 

時間数が少な

い、技術の時間

10 教科書の内容の薄さ、時間数の少なさからものづくりに発展させ

る余裕がない現状です。(選択授業で少人数に対し、じっくり取る

組ませるととても実りがあるのですが・・・） 

時間数が足り

ない 

11 ものづくり教育を教える時間が減らされ、そして（事業等を）推

進することに納得いかない。 

時間数減（もの

づくり） 

12 ・ものづくりの時間が少ない。時間数の確保が必要です。 

・教師の技量も低下しているので、その研修も必要です。 

・新しい技術に対して、どうなっているのかの研修もあればいい

と思います。 

時間数の確保 

13 技術の時間が減少している上に半分は情報とコンピュータなの

で、ものづくりのための時間がとても少なくなり実習が十分でき

ない。 

時間数の減少

(技術) 

14 ・技術・家庭科の時間数を増やして欲しい。週1時間の配当では製

作物に限界がある。 

・理振法による教材教具の整備は、予算が少なく輪番のため順番

が回ってこない。また、学校教具などは、民間に比べて割高で高

価、その状態がずっと続いているのはおかしい。（安価で安全な

教具がもっと開発され提供されるべき） 

時間数の増加

(技術）、予算

(教材)の不足 

15 中学1年の理科は時間がたりない。 時間数の不足 



 200

No  問－21             コメント キーワード 

16 技術科において3年生に印象にのこったことを書かせるとものづ

くりが多く出て来るが、本当にすべてを教えていると時間がなく

なってしまう。特に近年は生徒達の小学校や家庭での実体験がほ

とんどないため一からの指導になってしまっている。 

時間数不足、体

験不足 

17 ・理科を中学校授業で取り組む際、週4単位にもどして欲しい。教

科書も昔の濃い中身にもどしてください。 

・ 「ものづくり教育」には、各校の各生徒の実態にあわした事前

の取り組みが必要です。つまり時間が必要ですから、国全体の教

育力をあげるためにも理科の単位を3年生だけでも週4単位にもど

して下さい。お願いします。 

・小規模校の方が生徒の学力の伸びは大きいように感じておりま

す。不登校やいじめなど、昔に比べて多くの手数を必要とする子

どもたちに、よりよい教育を提供するため、教員の増員をお願い

します。 

【このあと（例）とし 

時間数を戻す 

18 ・教科指導以外の仕事（生徒会、給食、進路、学級）に追われて

いる中で、教材の準備や開発をしていくのにはかなり無理がある。

予算をきちんとつけて、教えやすい方法も示していって欲しい。

・中学生になって急にやってもきびしい。小さい頃からの訓練が

必要だと思う。→マッチがすれない、カッターナイフが使えない、

ぞうきんがしぼれない＝家庭生活の中であまり必要でなくなった

こと→大変そうだとやらないというような傾向に育ってしまうの

で、達成感のある教材があるとよいと思う。 

時間的余裕が

無い 

19 ・ものづくりなどができる時間や費用の確保（教師・生徒ともに）

・スペシャリスト教員の養成 

・教員の研修 

時間と費用の

確保、教員の研

修 

20 実験・実習の時間の確保や事前・事後の準備の時間。 時間の確保 

21 指導する時間の確保がむずかしい。特に技術・家庭科は、道具を

使わない家庭が多くなったことと、子供たちの経験がほとんど０

の状態と、授業時数の大幅な削減が困難さに拍車をかけている。

時間の確保 

22 教員が自由に試行錯誤するための時間の確保、その一言につきま

す。 

時間の確保 
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No  問－21             コメント キーワード 

23 ・中学校で初めて分野（生化物地）に分かれ、内容が専門的にな

ってくるので、「ものづくり」の時間を確保するのは難しいです。

・生活のなかから身につけるべきマッチやガラス（器具）の取り

扱いが年々身についてなくなっているのも気になります。 

・百聞は一見に如かず、百見は一触の如かずだと思います。 

時間の確保は

困難、生活体験

不足 

24 教科書に生徒実験として例示されている実験については、類似(器

具の関係上同じとは限らない）の生徒実験ができるよう努めてい

る。また、演示用として紹介されている中からも可能な範囲で生

徒実験にするように努めている。しかし、限られた時間の中で限

られた器具を用いて限られた職員の中での実施であり、限度があ

る。イベント的な対応ではなく、常勤職員を配置し、ゆとりをも

って実験等の準備をし、生徒を育てる体制がほしい。 

時間の限度 

25 実験準備にかかわる時間がない。 時間の不足 

26 ・先にも触れたとおり、製作にあてる時間の絶対数が不足してい

ることが一番の問題。 

・ＴＶgame の普及に伴い、プラモデルの製作といった遊び（男子

でいえば）もしなくなったことも原因ではないか？ 

時間の不足、ゲ

ーム 

27 学校にゆとりがまったくない。毎日がびっしりの日程で、その中

で総合や各種行事をなんとかやりくりしている。(学校にゆとりを

もたせてほしい） 

時間のゆとり

が無い 

28 時間とのたたかいです。 時間不足 

29 どの時間でどこまで行っていくのか、全職員の共通理解がむずか

しいと思っています。本校は理科教員２名、技術は０名なので・・・

時間 

30 ・教材準備のための時間、費用などを十分に与えられたうえで実

施してほしい。 

・ただやらせるだけでなく評価基準、目的、目標を明確にしてや

ることが大事。 

時間、費用など

を十分に与え

られたうえで 

31 ・時間がたりないこと。 

・少人数制（1クラス20人程）にすればいいが教員数が少ないなど、

課題は山積みである。 

・教材費がかかり、家庭に負担となる。 

時間がたりな

い 

32 ・現実のカリキュラムの中では時間が確保されていなく難しい。

・指導に当たる教員も現在行っている実践に「ものづくり」の視

点がプラスされることになり大変である。 

時間が確保さ

れていなく 



 202

No  問－21             コメント キーワード 

33 とにかく時間が少ない。1年  ３６Ｈ／年、2年  ３６Ｈ／年、 3

年  １８Ｈ／年 

時間が少ない 

34 ・ものづくりに与えられた時間が少なすぎる。体験をしなければ

できないものが多いのに、時間内で終わらせようと、加工された

ものを組み立てて終わってしまう。 

・コンピュータ関係は日々進化しており4年ぐらい前のＰＣでは使

用できないソフトが出たりする。学校現場では新しいＰＣやソフ

トを買うお金がない。ウイルス対策のソフトすら個人もちの現状

をどう変えていくのか。 

・手作りや体験を促すなら、予算と時間をしっかりと確保して教

員会に与えるべきである。 

時間が少なす

ぎる 

35 授業の内容にそった実験や観察はできるだけ行うようにしてい

る。発展的な内容を行っているが、ちょっと時間が足らないかな。

時間が足らな

い 

36 よい技術や技能はものづくりに活用したいが、時間が不足してい

る上、よりよい人材確保が困難なため、できない状況を何とか打

破したいと考えている。 

時間が不足し

ている 

37 ・ものづくりには、時間と金が必要です。不足しています。 

・１クラスを実験させるとき、教員１人でみるのには限界があり

ます。人員も大変不足しています。 

時間と金が必

要です。不足 

38 ・制作する時間の確保    ・教師の多忙化を改善 

・予算がない   ・子ども達の技能不足で達成感が得られにくい。

時間の確保 

39 ・世界に遅れを取っていると感じてあわてて始めたように思われ

てしかたがない。この「ものづくり教育」は指導のための時間の

確保、十分な教材等基本的なところでの整備が遅れている。もっ

と本腰を入れて取り組む必要がある。教育の現場にいる者として

は、「ものをつくること」を含めて日本の将来のために教育はど

うあるべきかを真剣に考えて欲しいと願っている。アンケートを

取る以上「今よりもよくなるようにすることを」 それがあなた

の責任であると思う。・「ものづくり」は、日本の発展の基礎で

あり、それを軽視した文科省、経産省の責任はとて 

時間の確保、 

40 様々なも物を活用して、指導していくことが最善とは思いますが、

時間の制約があり活用することができない。また、地域に適当な

物がない。 

時間の制約が

あり活用する

ことができな

い 
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41 ・教員に時間の余裕がないかぎりは外部から支援されても導入で

きない。逆に余裕があれば、それなりに個々の学校で工夫できう

る状況に持っていくのが望ましいことではないか。 

・出前授業等はカンフル剤としてとらえたい。最新のよく整理さ

れたものを提示することが必ずしも生徒の思考力向上には結びつ

かないように思われる。 

時間の余裕が

ないかぎり 

42 「ものづくり教育」はたいへんよい取り組みではないかと思いま

す。しかし、現場、現状はちがいます。生徒指導、教育相談、家

庭訪問におわれ、十分に教材を研究できる時間はありません。ま

た、市へ備品等の要望を出してもなかなか購入してもらえないの

が実状です。今は「ものづくり教育」より一人一人の生徒とふれ

あったり、保護者と話し合ったりするなど生徒指導が優先です。

時間はありま

せん 

43 ・①教えるべき内容が増え、時間は増えない。 

・②コンピュータの学習は必要だが、加工貿易の国のものづくり

教育も必要。 

・③体験をして学習するには、自力で考え、自分の手を使い、完

成させるプロセスが必要。 

・①〜③の折衷案では実際、有効策となりえないというジレンマ

がある。 

時間は増えな

い 

44 ・ものづくりなどができる時間や費用の確保（教師・生徒ともに）

・スペシャリスト教員の養成   ・教員の研修 

時間や費用の

確保 

45 １．２年で技術・家庭で週２時間、３年で週１時間、そのうち「も

のづくり」「情報」が半分ずつ。これでは時間をかけじっくりも

のづくりを行うことができない！ 

時間をかけじ

っくりものづ

くりを行うこ

とができない 

46 ・実験準備、実習準備のための時間を確保してほしい。 

・ 実験準備、実習準備のための人員を確保してほしい。 

時間を確保 
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47 技術（１，２年）・理科（１年）を担当しているが、技術科週１

時間、理科３時間の中で、実習の時間を思うようにとれない。技

術科では情報の時間を確保するように言われ、そちらの方に重点

がおかれている。理科では、最近の傾向として実験が遊びになる

子供の実態が見受けられるように思える。小学校１，２年の理科

が生活科になり、また、小学校での実験経験がないという生徒も

おり、昔より（採用２８年目）、知識偏重で進めなくてはいけな

いのが 

時間を確保 

48 授業時間を余分にもらえないと何をやっても現場で受け入れるこ

とはできません。あとは、課外活動を利用するしかありませんが、

中学生の８０％は部活に参加しているので無理です。 

時間を余分に

もらえない 

49 週あたりの時間数では、＋αとしてものづくりなどを入れた教育

活動はできない、困難である。 

時間数 

50 情報についても大切であるが、やはりものづくりを重視したい。

ものづくりの指導にとれる時間数がほしい。 

時間数がほし

い 

51 ものづくり教育をするには時間がかかるが、時間数が少なすぎて

同じような授業しかできない。 

時間数が少な

すぎて 

52 見たり、実際に手を動かして行うことはよいことだと思います。

しかし、時間数が足りないというのが一番の課題です。 

時間数が足り

ないというの

が一番の課題

です。 

53 授業時間数が足りません。手作り、体験学習を多くとり入れるに

は時数がほしいです。 

時間数が足り

ません 

54 問13でも書きましたが、やはり時間数が大きいのと、生徒に教材

を取り組むときには予算が問題になります。ラジオキットなどを

以前させていたこともありますが、4000円も今はします。でも基

盤の実験をさせても、生徒に費用を負担させても、後この教材を

持って帰っても何も利用できず、捨てられています。昨年ランプ

を製作しましたが、生徒たちはたいへん興味をもって電気分野に

取り組んでくれました。この中学校は3年前に建てかえられて施設

は新しいのですが、古い時と中味は変わっておりません。モニタ

ーテレビもついていません。換気扇のみで 

時間数が大き

い 

55 授業時間数の確保をしなければいけないことから、特別にものづ

くりの時間を取ることは難しい。 

時間数の確保 
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56 ・ものづくりの時間が少ない。時間数の確保が必要です。 

・教師の技量も低下しているので、その研修も必要です。 

・新しい技術に対して、どうなっているのかの研修もあればいい

と。 

時間数の確保

が必要 

57 余裕をもって実験、実習に取り組むことができる時間数の確保が

必要である。 

時間数の確保

が必要 

58 時間数を増やしてほしい。 時間数を増や

し 

59 時間的なゆとりや人材確保を十分にしていただきたい。 時間的なゆと

り 

60 授業時間にも、準備時間もなく、時間的な確保が必要であると考

えます。 

時間的な確保 

61 実際にものづくりの現場を見せるのは時間的な面から難しい 時間的な面 

62 ・体験は数多く仕組んでいきたいが、物の量・コストなど問題が

ある。必要な作業内容を教えるにしても時間的な問題や教材のコ

ストの負担を考えて行っている。 

・ものの必要性を持たせながら製作は行っているが、身の回りに

は安く手に入るものがあったり、見た目もよいものがあったりす

るので、製作するもの選びに困っている。 

・情報に関しては、生徒の方がより理解している分野があったり、

小学校での指導もまちまちなため指導に苦労する。教職員側では

研修の場がほしい。 

時間的な問題

や教材のコス

トの負担を考

えて 

63 ・時間的ゆとりの確保→教育課程の改善、授業数確保 ・実験機材

の充実→予算等の確保 ・教員の時間的ゆとりの確保→自主教材作

成等 

時間的ゆとり

の確保→教育

課程の改善 

64 ・クラブ指導・生徒指導に時間が取られ、教材研究は常に持ち帰

る状態、時間的余裕がない 

・総合の時間などにキャリア教育も実施しているが、内容が必ず

しも生徒にあったものではない。 

時間的余裕が

ない 

65 授業時数（持ち時数）が多く、実験の準備・片づけに手がまわら

ないので、高校のように実験助手の方を配属して欲しい。（市町

村で配置してほしい） 

時数（持ち時

数）が多く 
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66 実験・観察・体験学習の機会を増やすためにも、授業時数がもう1

時間（理科週4時間、約30年程前の時数）ほしい。また、現代社会

の反映（電車内で読書をする大人がへっており、メールを打って

いる読んでいる姿を多く見かける。）か、じっくりと本を読む経

験をつんできていない生徒がふえており、読解力に劣るのが一番

の悩みである。 

時数がもう1時

間（ 

67 「技術」 手作り体験をさせたくても時数が少なすぎる。 時数が少なす

ぎる 

68 指導要領の内容を全てこなすためには、時数が足りません。 時数が足りま

せん 

69 ・現在の時数では教科書の内容で精一杯なので、もっと時数が欲

しい。(以前のように） 

・総合学習や選択授業でもものづくり教育の視点が必要か。 

時数が欲しい。

(以前のよう

に) 

70 ・今の時数では不可能、週2時間は確保したい。 

・子供の技能の低下を年々強く感じる。（家庭生活での体験不足

等が・・・） 

時数では不可

能、週2時間は

確保 

71 ものづくりへの関心がある以上、時数を増やしけ経験をつませた

い。時数に限りがあり、ましてやパソコンもやらなくてはいけな

い現状で本当のよさを出しきれていない状態である。コンピュー

タは誰もが活用している時代である限り、見直しが必要であると

考える。 

時数に限りが

あり 

72 授業時数の確保が大切であるが、効果的な学習プログラムがあれ

ば是非実施したい。また、教材についても、教科書の学習内容に

そったもの、さらに発展した内容など、コースをプログラムでき

るとよいと考えています。 

時数の確保が

大切 

73 技術の指導時数の増加による正しい技術に対する見識を深めさせ

る。 

時数の増加 

74 ・ものづくりは教育に絶対に必要だと思う。ものづくりはあれた

心を落ち着かせるし、指先を使うことで脳の発達にも必要なこと。

まずは時数を確保して欲しい。技術や美術は時数の少なさからい

いものが作れない現状である。 

・この声が上に届いているかも疑問である。真に日本の教育を考

えるのであれば、実現していただきたい。どうかよろしくお願い

します。 

時数を確保し

て欲しい 
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75 ものづくりの活動は生活と学習内容を結び付けるうえでとても重

要だと感じるが、年間にたくさんものづくりを行うほどの時数を

確保するのは難しいので、いくつかに絞って行っている。「良い

と思う実験教材」という言葉があるが、用意されたものではなく、

身近なところから材料を見つけることから、ものづくりの醍醐味

が始まるのではないだろうか。 

時数を確保す

るのは難しい 

76 技術や理科の時数を削減していながら科学立国などというのはば

かげている。時数を返してほしい。 

時数を削減し

ていながら 

77 ・カリキュラムの中の時数を増やす。 

・中学校の技術から情報をはずし、別個にする。 

・技術はものづくりのみ。 

時数を増やす 

78 技術・家庭科の時数削減により、授業でできる範囲がすいぶんと

限られてくるようになってきた。様々な活動やものづくりのイベ

ント等を行うことができればよいが、学校行事が多くなかなか良

いタイミングがないように感じられる。もちろん実践的・体験的

な学習による効果は確かなので、できるだけそのような学習を取

り入れるようにしている。 

時数削減によ

り 

79 「ものづくり教育」を必修科目（教科）にしない限り、時数等の

関係で実現が難しいと思います。（本校は選択授業でロボットづ

くりをしている程度です。） 

時数等の関係

で実現が難し

い 

80 総合を減らして、技術・理科等に時数を戻して欲しい。総合の運

用を弾力的にできるよう、例えばものづくりの授業に使えるよう

に、委員会にアドバイスして欲しい。選択の理念は十分に理解で

きるが実際はお荷物になっている。時数不足なのだから、これを

減らすのが望ましい。 

時数不足 

81 いろいろな事業で色々なことが推進されていて、することが多く

なり、結局どれも手つかずになってる気がします。 

事業数が多い 

82 ・教科書が「木材加工」「電気」「金属」という一つ一つの領域

としては作業が系統としてまとめられていない感じがする。 

・授業たその他の仕事に追われ、教材研究ということの不足を感

じる。 

授業たその他

の仕事に追わ

れ 

83 授業の中でもっと扱えるようにしていきたい。 授業の中でも

っと扱える 
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84 ・行政が「ものづくり教育」に力を入れて行動していることは感

じる。 ・多くの費用をかけて、様々なイベントや研究が行われて

いると思う。 ・中学校においては「受験」が大きな影響を持って

おり、「ものづくり」にばかり時間をかけると教科書が終わらな

かったり、”受験に出ない内容ばかり”といった批判を受ける可

能性も出てくる。 ・必修授業の内容と「ものづくり」をどうつな

ぐかが現場の難しい所です。 

授業の内容と

「ものづくり」

をどうつなぐ

か 

85 授業時間が、考えるには(問題 解決させるには）、根本的に足り

ないと思う。授業(内容）がへっても、時数も減っているのでゆと

りのある授業ではない。 

授業時間が、考

えるには、根本

的に足りない 

86 基本的なことではあるが、授業時間の使い方、総合的な学習、選

択等があり、授業時間が細分されていて十分に「よゆう」を持っ

て時間をとることができない現状であるなかで、あれもこれもは

できない。細かなことを言うのではなく根本を変えれば、私たち

は対応できると思います。 

授業時間が細

分されていて 

87 ・授業時間が少なく、ものづくり教育をする時間が足りない。 

・（技術の教諭を目指しているが）学校現場では必要とされてい

るのに採用される人数は毎年1人程度である。各校に1人ずつの配

置は必要なのではないか？ 

授業時間が少

なく 

88 授業時間にゆとりがなく、教科書にある実験すべて生徒にさせら

れない。手を動かしての体験は大切。 

授業時間にゆ

とりがなく 

89 ・週に1時間では実習の際、短すぎるので授業時間を増やしてほし

い。 

・補助教員を付けてほしい。（作業スピードに差があるので、き

め細かい指導がしたいので） 

授業時間を増

やしてほしい 

90 授業の中により多くの実験や体験学習を行うためにも週2時間の

授業時数がほしい。 

授業時数がほ

しい 

92 授業時数が足らない。 授業時数が足

らない 

93 ・授業時数の確保をお願いしたい。 

・出張や大会などが入ると、授業がおくれ、足りなくなってしま

うので増やさないでほしい。とくに技術は教員が１人なので、全

学年みるので、おくれると交換も補充もなかなかできないので困

る。 

授業時数の確

保 



 209

No  問－21             コメント キーワード 

94 知識重視の現状や授業時数の減少から、今後更にものづくりへの

関心は薄れるであろう。また、技術系の教員数も少ない。 

授業時数の減

少 

95 人手（実験助手など）  授業時数を増やす。教育予算の増額。  

日本は資源が貧しいので科学技術で食べていかねばならないの

に、人手も予算も時間も少なすぎると思う。科学の重要性を理解

できない文系の方々が意思決定の場を独占（とまでいかないかも

しれないが）しているから、理科嫌いが増えても当然なのではな

いですか。（ものづくりに限らず、全体的に） 

授業時数を増

やす 

96 ・授業数が増えれば何でもできます。 

・地域によって教材費が払えない人が多いと、なかなか思うよう

に授業を進められない。 

授業数が増え

れば何でもで

きます 

97 内容を削減する「ゆとり」ではなく、教員の確保や授業数を確保

する「ゆとり」を実施してほしい。 

授業数を確保

する 

98 ・授業時間数が減り、ものづくりの実習をする時間が少なくなっ

た。 

・情報の単元ができ、ものづくりの時間が減ったことが残念です。

授業時間数減 

99 ・自らの手で作るということが何よりも大切だと思う。作るには

時間が多くかかるので授業時数が増えることが望まれる。(技術）

・やりたいことはたくさんあるが、予算が出してもらえない。（自

費には限界がある・・・） 

授業時間数の

増加を 

100 ・熟練工の技を多数、本物を生徒たちに見せたいものである。 

・日本人の考え出した発明品、科学技術などを紹介したい。（ビ

デオだけでなく、その道にかかわった人からの直接の話など） 

・「ものづくり教育」にかかわる事業を多くして欲しい。 

技を多数、本物

を生徒たちに

見せたい 

101 「情報とコンピューター」は学習の手段という考え方にして、「技

術とものづくり」に時間をかけた方が良いと思う。 

技術とものづ

くり」に時間を

かけた方が良

い 

102 技術科から情報の分野を独立させて、技術の授業はものづくりの

領域に専念するべきである。 

技術の授業は

ものづくりの

領域に専念 

103 技術の授業時間が以前週２時間だったのが今は１時間、３年０．

５時間とへらされている。これでものづくり教育が推進できるの

か。 

技術の授業時

間 
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104 ・技術の時数が3年生では家庭分野と合わせて35時間なので深めら

れない。また、本校のような小規模校では今年度技術の教員がい

なく、免外で担当している現状なので、生徒にとってまた教員に

とって厳しい状況である。「ものづくり教育」を推進するのであ

れば、教員の確保や道具などのハード面を整えてほしいと思いま

す。 

・情報教育を行うにしても機器が古いので苦労をしています。 

・現在、技術者が少なくなっていると聞いております。政府が行

おうとしている教育の見直しと「ものづくり教育」は逆を向いて

いる様な気がします。ますまし技術者が 

技術の時数 

105 授業時数を増やすこと 授業数増 

106 ・現行の学習指導要領での教えるべき内容と総合学習などでの時

間の活用等のしばりから、「ものづくり教育」をやっているよう

な余裕はない。 

・熟練工の地位向上や賃金の大幅な向上がないかぎり、技術者は

育っていかないと感じる。 

学習指導要領

での教えるべ

き内容と総合

学習など 

107 学習内容からものづくりへの事柄がうすれている。 学習内容 

108 理：学習内容が多く、充分にものづくりに時間がかけられない。

必要であるとは思うし、子どもの意欲も高い。 

学習内容が多

く 

109 学習内容にマッチしたものであれば、積極的に活用を図っていき

たいと思うが、学校側の指導計画に合わせてもらえるとありがた

い。 

学習内容にマ

ッチしたもの 

110 ものづくり教育を現行学習内容に入れることは難しい。総合や選

択等の活用が望ましい。 

学習内容に入

れることは難

しい 

111 教科書に明記されていないものについては、教科の授業で扱いに

くいしその時間を確保するのが難しい。 選択教科や総合的な学習

時間で行うようになると思う。 

教科書に明記

されていない

もの 

112 教科書の中に、ものづくり（→その項目を見た時、子どもがつく

りたいという意欲のわくような）をする項目をくわしくのせてほ

しい。 

教科書の中に、

ものづくり 
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113 ・教科書については、教科書の内容が本質的ではない。(網羅的で

科学の法則や考え方を十分に理解されるようになっていない） ・

高校や大学の入試の内容が根本的に変わらないと、小・中の学習

の内容が変われない。 ・自発的に教材開発しても、現場は常に自

腹を切っているのが実情。 

教科書の内容

が本質的では

ない 

114 ・教科書と同レベル、それより多少レベルの高い実験を望みます。

・教科書とつながりのある実験 

教科書 

115 基礎基本をしっかりするためには、教科書を昔みたいに内容豊富

なものに変えて欲しい。浅く広く教えることにより全体的にレベ

ルダウンで、いいものができないから意欲も低下している様に思

う。 

教科書を昔み

たいに内容豊

富なもの 

116 ・産振法のように先ず予算、次に物、そして人材育成です。 

・大学院に企業からの寄附講座などが増えるといい。20年前には

皆無 

予算、次に物、

そして人材育

成 

117 予算がたりない。 予算がたりな

い。 

118 学校予算が年々けずられており、新しい取り組みや教材を作るの

に十分な予算がないため、生徒実験（班）をさせるための道具が

そろえられない。そのため自作道具にたよらざるをえないが、多

忙化につき制作時間もないので苦労している。又、最新の教材を

生徒実験ができる数をそろえたいが、予算の関係で演示になった

り従来のものを活用するにとどまることも多くある。 

予算がない 

119 作りたくても予算がなく、材料を購入できない。 予算がなく 

120 ・教育予算が年々削られていく中で、実験、体験等に十分対応で

きる環境が整っていない。（コンピュータ関連の予算に偏ってい

る傾向を感じる） 

・現在の教員養成と採用の制度では、理科・技術系の若い教員は

育ちにくい。（せっかく免許を取得しても、給料の良い民間企業

へ流れてしまう傾向がある） 

・時間数節減に伴い、技術科教員は他教科の指導や複数校の兼務

を強要されることが多く、じっくりと腰をすえて、教科指導にあ

たりにくい環境にある。 

予算が年々削

られていく中 

121 予算が年々少なくなり、充実できにくくなっている。 予算が年々少

なくなり 
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122 教科書は参考にしか使用していません。「ものづくり教育」の観

点から現行学習指導要領では体験的学習（実習等）に制限が出る

ため、改正の手立てをしてもらいたい。また、教育予算の不足か

ら、教材・教具が思うように購入できないでいるので、ある程度

の予算を増やしてほしいと考えます。 

予算の不足 

123 ・教科書にある工作機械がない学校がほとんどかな？ 

・予算は1教科数万円以内。これでは何も出来ない。(予算2万円の

時もあった） 

・週1時間では満足のいく作品ができない。 

・パソコンだけでやっている学校もあるらしい。 

・機械分野が独立していないので、動く仕組み等はおろそかであ

る。 

・金属加工分野が独立していないので、金属加工を全くしていな

い学校もあるらしい。 

・以上のことを見ると将来の日本のものづくりは大丈夫かと思う。

予算は1教科数

万円以内 

124 必要に応じて予算を提出していますが先送りがあります。 予算先送り 

125 教材が高価なため導入できない場合が多い。予算的な援助が必要

である。 

予算的な援助

が必要 

126 必要最低限の実験機材を確保できるよう予算配当をしてもらいた

い。 

予算配当をし

てもらいたい 

127 とにかく予算不足、人手不足です。 予算不足、 

128 コンクールに出展する際の予算面などが必要と思われる。 予算面などが

必要 

129 金がなくて物をかえない。 予算（金）がな

くて 

130 地域や企業等との連携を図っていきたいのだが、交通費や講師謝

金等の予算がないため実施できない。 

予算措置 

131 ・教育費を増やしてほしい。機材購入（顕微鏡はできれば1人1台

の数がほしい）（現在は2〜3人1台、これでも多い方だと思う） 

・教員の数を増やしてほしい。（多忙、実験の準備など休日に行

うことがある。） 

予算の増額 
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132 主旨に賛同します。もっともっと末端の教育現場まで周知させ、

活用できるように、予算面の措置をお願いしたい。学校現場では、

予算が不足していて、各種実験機器の購入や補充ができないでい

ます。 

予算不足 

133 免許外の教員が担当しているため、専門的な指導に困難を感じて

いる。 

教員の専科 

134 ・生徒に対する指導者の人数が少なく、安全上の心配もあります。

・年々、生徒の「できること」が少なく、レヴェルが低下してい

るのを身を持って体感している。 

指導者不足 

135 （技術）実習を行うと、多人数に対して、1人の教師がつかないの

で大変。教材にかけるお金が限られているので、授業を行ってい

てももどかしい時がある。 

人員不足 

136 中学校にも実験実習助手が必要である。 人手不足 

137 ・自由度の大きい（物づくりに関して）選択技術の担当者が免許

を持っている教員に限られているので、小規模校（本校のような）

では選択技術科を開設できない。 

・現場では新たなとりくみをしたくても、雑務が多くてなかなか

対応していくことができない面が多い。出張講座のようなものが

あれば活用されやすいと思われます。 

教員に限られ

ている 

138 教員のTT、協会の少人数をやってほしい。実技を伴わない数、英

で実施しているのに 

教員のTT、協会

の少人数 

139 いろいろと考えてくださっているようだが、まず根本にあるのは

「教員の多忙化」ではないか。教員に少しでもゆとりができるよ

う30人以下学級にする、教員（特に中学）を増やす気があれば1

人1人ゆとりを持って教材開発なり授業のくみ立てなりができる

のだが、生徒指導、部活動、その他事務仕事等におわれ、もっと

も大切な授業について時間をさくことができないのが現状であ

る。 

教員の多忙化 

140 技術・家庭の先生がいないので他の先生がしているのであまりむ

つかしいことはできない。専門の先生がほしい。 

教員の不足(専

門家) 
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141 100人を越える生徒を連れ見学に行っても自由見学にせざるをえ

ないので思ったような成果はあがらない。引率した生徒の1割程度

の興味が高まればいいと言う考えならかまわないが、半分程度に

は教育的効果をあげたいと考えるなら絶対的に指導者の不足が問

題だと考える。 

・外部講師や実験教室など単発ではその場だけの盛り上がりで終

わるので次につながらない。やるなら年間を通した計画的な実施

が必要だと考える。 

指導者の不足

が問題 

142 ・子供達にとって、直接体験を伴う、実験、実習はとても大切な

ことである。 

・今年度「水素燃料電池」を利用した、地域・企業と連携した「子

供科学教室」を実施し、子供達が最先端の技術を、直接体験でき

たのはとても有意義であった。今後も継続したい。 

実験、実習はと

ても大切 

143 実験セットや工作セットの生徒への無償配布 実験セット 

144 ・教科書や指導要領などを見る限り、「ものづくり教育」体験、

実験学習を推進しているとは思えません。我校の教育・教科方針

として体験的なもの（発見学習）を主としているが、独自に行っ

ている。 

・まず、校内で行える実験などの環境整備が必要かと思います。

準備かたづけを担当教員一人で行うのも大変ですし、公立などで

は実際にやらせる場面においては、ましてや一人で行なうのは大

変かと思います。事故ケガがないのが前提ですから。 

実験などの環

境整備が必要 

145 ・小学校で嫌いになっている（理科専科が専門でない） 

・実験は楽しいし、生徒も興味を持って取り組んでいる。アンケ

ートでも好きだと答える生徒がほぼ全員である。 

・理科離れは、空き時間がなく、実験の準備などができないので、

話だけになり嫌いになると思われる！ 

実験は楽しい 

146 多忙でなかなかよい実験をするための調達、準備、片付け等十分

にできない。理科人員を増やすか、空き時間を増やして欲しい。

実験をするた

めの調達、準

備、片付け等十

分にできない 

147 生徒自らが実験機材を作成するなどの工夫を行っていきたい。 実験機材を作

成する 
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148 各学校での実施が難しい内容を、各自治体・大学などに協力いた

だいて実施できるようになると大変有難い。 

実施が難しい

内容 

149 ものづくりの実習時間を多くしたい。 実習時間を多

くしたい 

150 「実物」は説得力がある。ex. 電線（15万V、屋内配線等）、実

際にそれを使って仕事をしてみえる方に直接話をしていただくの

も一つの手段だと思う。 

実物」は説得力

がある 

151 地域・企業を巻き込んでの取り組みが必要であり、ともすれば学

校に頼りがちな傾向を変えていかねばならないと思う。 

地域・企業 

152 離島の小さな学校で地域の協力（スペシャリストの要請）は難し

い。以前、ロボットの達人が来校したときには目を輝かせていた。

このような出前授業が年1回（少なくとも3年に1回）程度あると嬉

しい。 

出前授業が年1

回（少なくとも

3年に1回）程度

あると嬉しい。

153 市教委による水素エネルギー講座では、水素の性質から燃料電池

車の試乗まで2時間半にわたり熱心な指導を受け、生徒達は強い関

心を示していました。大変有意義な行事でしたが、残念なのはこ

うしたチャンスが数年に一度程度しか回って来ないことです。こ

うした講座に参加してくださる企業が増えるよう財政的な配慮が

なされることを望むとともに、意欲ある企業と希望する学校の間

をとりもつ窓口が明確になるようなシステムが構築されると良い

と思います。 

出前授業の頻

度を 

154 マスメディアで、夏休み等に企業が主催して児童・生徒に教室を

催していることは報道されています。まだまだ地域にかたよりが

あるように思えます。学校側にも実施内容が伝わってこないこと

もあります。連絡・連携が必要であると思います。 

企業行事 

155 免許外で指導していますので、年に1回程度は企業等からの講師派

遣があるとよいと思います。（小規模・へき地校への支援体制の

充実を期してほしい。） 

企業の講師、地

域の支援体制 

156 ・教員が「ものづくり」を行える環境を取りもどさせてほしい。

・企業などが学校へ入ってくるというよりも、その現場に子供た

ちを入れて実際の様子などを見させてほしい。企業などの中に体

験する場を作ってもらえるとその場限りでない、何かが子供たち

の中に残るのではないかと思います。 

企業などの中

に体験する場 
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157 ・ものづくりをしている企業は今後もオープンであって欲しい。

・国立科学博物館は、最近は人手不足なのではないでしょうか。

ものづくりの教室が増えることを願っています。 

企業は今後も

オープンであ

って欲しい 

158 工場見学や出前授業の予算的措置が欲しい。 工場見学 

159 ・「ものづくり教育」について大賛成です。ただ、学校から外に

出かけるのは現状では難しい。逆に学校に来てもらえればありが

たいです。 

・学校外の方と連携するときによくある問題点として、児童生徒

の発達段階を全く知らずに（子どもたちの知識レベル、興味関心

など）やってくることがある。学校を訪問する場合、学校や生徒

の状況をよく知っている人か、事前に教員と十分に打ち合せをす

るとよいと思う。 

出前授業を希

望、地域連携で

の水準 

160 ・実際に地域・企業等との連携をとろうとした時に時間的なこと

や学年として取り組む必要があるので、なかなか始めるのが難し

い。 

・実験をするにあたっても、教科の教員で準備など全てやるのは

難しく（時間的、人数の少なさ）、考えだけで終わってしまう場

合がある。 

地域・企業等と

の連携をとろ

うとした時 

161 ・技術・家庭科の教員の立場から、「ものづくり」は大変重要と

考えています。 

・「地域」と「ものづくり」のかかわりが重要と考えます。 

・また、自分達のものづくりが、知的財産の考え方につながると

いう意識を育てることも重要かと思います。 

地域と連携、も

のづくりは重

要 

162 地域につたわる重要なものづくりの技を見学出来る機会が得られ

ると良いと思う。（遠足、社会見学等の際に） 

地域につたわ

る重要なもの

づくりの技 

163 地域に身近な人材がいて随時指導して下さるととてもありがたい

と思います。 

地域に身近な

人材 

164 狭山 シニア  カレッジ   ＳＳＣＣ を活用した授業を行ってい

る。具体的には実習において地域の方々がボランティアで入って

きてくれている。 

地域の方々が

ボランティア

で 

165 地域企業の見学連携は手間暇がかかる。また、生徒の移動手段や

時間の確保や保険等の問題もある。 

地域企業の見

学連携は手間

暇がかかる 
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166 あまり情報が入ってこないし、くわしいこともわからないのが現

状。けっこうポジティブに活動しているつもりですが・・・ 今

の現状では、その場しのぎ的な感があります。きっと日本はもの

づくりをしない国になるような気がしてなりません。 

情報が入って

こない 

167 今回アンケートを受けるまで知りませんでした。 アンケートを 

168 知らないことが多いので、現場の教員がわかるようなＰＲをお願

いしたい。 

情報の周知 

169 事業があることを知らせてほしい。また、気軽に参画できるもの

であってほしい。 

情報の周知を 

170 日本は「ものづくり」で成り立ってきた(戦後復興）ので、もっと

大切に考えて欲しい。 

ものづくり」で

成り立ってき

た 

171 ・「ものづくり教育」は大変良い！！ ロボットコンテストのよ

うに何かの目標をもってできれば、教育的効果は高い。 

・専用の学習時間を確保したい。（教科の中に組み込むのではな

く） 

ものづくり教

育」は大変良い

172 各地で事業化しつつある「ものづくり教室」的な催しは、大いに

歓迎したい。前述の通り、学校外で子供たちが出来合いのもので

もいいから手先を使って製作する機会を増やすことで、人的コミ

ュニケーションも図られ地域の所属感も生まれてくるだろう。昔

からの伝統技、人の手を加えられたもののあたたかみを大人がも

っと子供に伝えていく義務があると思っている。 

ものづくり教

室」的な催し 

173 ・ものづくりとものを大切にする教育の共存に関する工夫 

・ものづくりの過程において、基礎的な技術の収得 ・達成感のあ

る教材の開発 

ものを大切に

する教育 

174 ものを大切にする心の教育も必要かと、これが前提だと思います。 ものを大切に

する心の教育 

175 優れた教材があれば、無償で提供するなどの援助。 教材があれば、

無償で提供 

176 教材会社で提供している（インターネットを通して）資料等は授

業でも十分活用できる内容になっている。 

教材会社で提

供し 

177 ・指導教材等の紹介、配布をしてほしい 

・外部講師の推進、また可能外部講師の紹介 

教材等の紹介、

配布 



 218

No  問－21             コメント キーワード 

178 教材費をできるだけ安くおさえたいがむずかしい。 教材費をでき

るだけ安く 

179 ・教室が狭く、活動が制限される。また、工具の使用時に危険が

伴う。 

・材料や作品の保管場所がまったく不足している。 

教室が狭く、活

動が制限され

る 

180 ・生徒の興味ある教材、教具を手に入れたい。 

・安いもの、だれでもできる教材、教具を手に入れたい。 

興味ある教材、

教具 

181 学校に満足に動くPCがなく不便である。 PCがなく不便 

182 生徒ひとりひとりにPCを与えたい。 PCを与えたい 

183 ・生徒達にはロボット作りなどに大変興味を持っている子がかな

りいます。しかし学校のカリキュラムの中で取り扱う（特に理科

の時間には）ことがむずかしいです。また、理科と技術科間のつ

ながりがうすく、お互いにどのようにして授業をしているかよく

知りません。 

・他にも、北九州という産業の町にあって学校現場とそのような

「ものづくり」の現場や企業等のつながりがありません。 

・部活動でロボコンなどに取り組んでいますが、仲間が少なく手

さぐりの状態で子供達を指導しています。さらに、材料代などお

金がたいへんかかるということも頭のい 

カリキュラム

の中で取り扱

う（特に理科の

時間には）こと

がむずかしい 

184 子どもたちが手作りの素晴らしさをもっと感じる機会が増えると

よいと思います。 

機会の提供 

185 キット作成等で済ませる傾向にあり、それが本当のものづくりに

生かされるのか、疑問を持ちながら指導している。 

キット作成等

で済ませる 

186 実験や体験活動はもちろん必要であるが、そこでどのような技能

を身につける必要があるのか、明確にし卒業時にある程度の技能

は身につけてあげたいと思う。その意味では教員の立場は事務や

本業以外の部分がふえ、大変になったと思われる。 

技能の体得、教

員の時間不足 

187 ・製作題材などネタばかりにたよるのではなく、グループ活動な

ど組織も意識した展開の在り方。 

・技能指導だけでなく創造性を高めるような設計であり製作の在

り方。 

グループ活動

など組織も意

識した展開 
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188 ・理振はあるが、整備率は１５％で増えていない。 

・コンピュータは1教室で技術で利用してしまう。 

・教育センターから顕微鏡を10台借りて細胞を見せた。 

・浜松市科学館は”施設を利用せよ”と言い、借用できない。 

・有用な実験材料はなかなか利用できない教員が多い。 

実験設備 

189 指導要領にものづくりの系統性がなく、また時数が少ないため深

化させられず、表面的なものづくりになってしまっている。 

指導要領の系

統性 

190 ものづくりの体験・楽しさを知らずに育っているので、自分から

進んで作ることがないし、キット物(形が良いetc)にもあまり関心

を示さない傾向が強い。工夫して作り出せるような考えは無し。

体験不足 

191 生徒が自分にとってプラス（ためになっている）と感じるような

指導法をしていく必要があると思います。 

プラス（ために

なっている）と

感じるような

指導法 

192 理論なき「ものづくり」になってはならないが、科学が進歩した

現在、ＩＣのように中身が見えない（わからない）ものを利用せ

ざるをえないので、生徒の理解の中にもブラックボックスができ

る。知識の根無し草では科学の発展はむつかしい。その意味で古

典的な物理、電気の学習は不可欠だと思う。 

ブラックボッ

クス化 

193 ・生徒達にはロボット作りなどに大変興味を持っている子がかな

りいます。しかし学校のカリキュラムの中で取り扱う（特に理科

の時間には）ことがむずかしいです。また、理科と技術科間のつ

ながりがうすく、お互いにどのようにして授業をしているかよく

知りません。 

・他にも、北九州という産業の町にあって学校現場とそのような

「ものづくり」の現場や企業等のつながりがありません。 

理科と技術の

つながり 

194 学校現場に全てを求めるのではなく、家庭での体験を出発点にし

た発想がもっと必要ではないでしょうか？ 

家庭での体験

を出発点にし

た発想 

195 ・推進されているかもしれないが、学校には伝わってこない。よ

いことなのでさらに拡大してほしいと思います。 

・中学校では工場に行って見学することなどは難しい。しかし、

できればやりたい。 

学校には伝わ

ってこない 
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196 ものづくり教育を充実させるための１つに、ものづくりのための

環境整備があげられると思う。工具であったり、十分に活用でき

る教室スペースなど充実して授業ができればと思う。 

環境整備があ

げられる 

197 やみくもに子どもや保護者が喜びそうな最新技術、応用技能を取

りあげるのではなく、それらの陰には必ず普遍的な基礎技術や理

論の裏付けがあるということを理解させる内容であって欲しい。

学習指導要領で「生活に役立つ技術」と前提付けられているため、

教科の存在価値が下がっている。もう少し「産業技術」としての

面を前面に出して欲しい。同時に、世の中に情報機器が普及した

現在、全授業時数の５０％を「情報とコンピュータ」に配当する

のは多すぎる。２０〜３０％程度で十分である。「技術とものづ

くり」の時数を充実させたい。 

基礎技術や理

論の裏付けが

あるというこ

とを理解させ

る内容 

198 「ものづくり教育」が教育の現場に浸透していないと思う。また、

予算などにおいてもよくわからないので、情報発進をどんどんし

てほしい。予算などのたれ流しになり、「ものづくり教育」が終

わることのならないような目標をもって取り組み、実験教材など

で使いたいと思うものを発信してほしい。 

教育の現場に

浸透していな

い 

199 物が豊かになりましたが生徒によってはなかなかものづくりに興

味が持てない生徒が多くなり、クラス全員での実習がなかなか困

難になりつつあると思っています。ものづくり教育には１クラス

の人数が多すぎます。 

興味が持てな

い生徒が多く

なり 

200 ・現場を見て政策を決めて欲しい！！ 

・「ものづくり教育」の大切さは認めるが、これだけに集中はで

きない！！ 

現場を見て政

策を決めて 

201 行政から下りてきたものは、皆で意見を言い合い改善し、よりよ

いものを創るという意志が見られない。所詮、上意下達で帳面消

しのために消化しているだけだ。参加もいくたびかしたが、一国

民として血税をこんな無駄なことに使われていると思うと腹立た

しい。以前のような現場に立つ職員の声が生かされる、小規模だ

が熱気のあふれた本物の活動を強く望む。 

行政から下り

てきた 

202 最新の技術をわかりやすく生徒に伝えるモデルや装置等があると

よい。 

最新の技術を

わかりやすく 

203 やらせたいけど、材料費が高く手が出ない。1つのキッド、２００

０〜４０００くらいしてしまうと。 

材料費が高く

手が出ない 



 221

No  問－21             コメント キーワード 

204 「ものづくり」をすることは必要であるが、時間は何とか確保し

ても材料費等が高額すぎて困難である。 

材料費等が高

額すぎて 

205 ・ＧＴ を活用したいと思うが、年間指導計画のしばりが強く実施

が難しいと感じる。まずは、出前授業等を利用し、生徒に体験さ

せることが重要だと思う。 

・予算面の確保がネックである。 

指導計画のし

ばりが強く実

施が難しい 

206 ・木材加工、金属加工等が融合されてしまい、指導が難しい。 

・機械分野の応用でロボコンが行われていますが、指導時間の確

保が難しい。 

指導時間の確

保が難しい。 

207 授業の中で指導要領の内容を理解することにつながるものでない

と、いかに興味深くとも取り上げるゆとりがない。 

指導要領の内

容を理解する

ことにつなが

るもの 

208 これからもますますこのような事業が増えることを期待します。 事業が増える 

209 各種の事業として推進されている事が良くわかっていません。現

場とはかなり距離があるのではないでしょうか。 

事業として推

進されている

事が良くわか

っていません 

210 ・毎年、簡易カメラの製作と撮影やペットボトルロケット発射な

ど、手作りを盛りこんだ実習を入れるよう努力しています。さら

にいろいろの実習にチャレンジしたいと思います。ＨＰ で検索し

やすいシステムになっていれば嬉しいです。 

・ 1学年の人数が多いので、ものづくりの講師にきていただける

といいです。 

手作りを盛り

こんだ実習 

211 ・手続き等を簡単にしてほしい 

・地方などにも来てほしい 

手続き等を簡

単に 

212 学校がもとめられていることが多すぎます。「生きる力」「説得

力」「ものづくり教育」。しかし、結局は「受験」にウエイトが

おかれてしまい、理想的な教育構想は現実味をおびません。学校

も社会のワクの中で存在している以上、社会にもとめられている

ものを重視してしまうのです。そこらあたりのワク組みを、どう

か文科省は他の省庁と連携して進めてほしいと思います。 

受験」 



 222

No  問－21             コメント キーワード 

213 生徒はゆとりがあるためほとんどが塾へ行って受験勉強をしてい

る。先生は授業時数が多く、空き時間がなく、ゆとりがない。教

科以外の仕事が多すぎる。 

受験勉強 

214 理科・技術は他教科に比べ、準備の時間やお金がかかる。その部

分を配慮しなければ、今度も状況は変わらないと思う。 

準備の時間や

お金がかかる 

215 情報とコンピュータ分野をするにあたり他教科とのかねあいで台

数がたりない。 

情報とコンピ

ュータ分野を

するにあたり

台数がたりな

い 

216 ・何をやっているのかわからない 

・研修会や教材配布など、もっと公に情報を開示し、普及を図っ

てほしい 

情報を開示し、

普及を図って

ほしい 

217 実態を知りませんので情報を収集したいと思います。 情報を収集し

たい 

218 教員で認知されている方は少ないと思われる。地方にも情報提供

や教材の提供などできるだけしていただけたらと考える。 

情報提供や教

材の提供など 

219 職場体験の際の協力がさらに強化されるといいです。 職場体験の際

の協力 

220 身近で安価な材料を使った「ものづくり教育」の事例集を作って

ほしい。 

身近で安価な

材料 

221 人数が不足している所が一番の原因だと思います。実験要員がい

れば、もう少し色々できると思います。 

人数が不足し

ている 

222 日本は生活と切り離したところに子供を置くので推進は困難であ

る。 

生活と切り離

したところ 

223 生徒の実態に合った多くの選択の中から選べるものが必要 生徒の実態 

224 日常の授業との関わりにおいて、生徒の体験などが保証される時

間が確保されていない。 

生徒の体験な

ど 

225 職務の多忙で、このようなことに手がつけられないのが現状です。 多忙で 

226 ・多忙なため、自作教材の準備が難しい。 

・メカニズムを指導しても、ロボット（動く模型）までの製作に

時間がかかり、中途半端になってしまう。 

・回路に対する苦手意識を子どもたちからどのようにして取り除

いていくか。 

多忙なため 
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227 多忙過ぎる。人をふやしてほしい。 多忙過ぎる。 

228 ・地方のへき地では、ものづくりを体験する機会がない。（技術

系分野） 

・ものづくり体験の情報提供不足 

体験する機会

がない 

229 ・「ものづくり」という形にこだわらずに、子どもたちが実際に

体験をする時間をふやすこと。（キャリア教育・職場体験とは別

に） 

・ふだんの生活の中で実物にふれる機会を作らなければ「ものづ

くり」はますます駄目になっていく。地道にコツコツと作業をし、

操作をしていくことの大切さが子どもたちに伝わらなければ、社

会のシステムそのものがくずれていくような気がしている。 

体験をする時

間をふやす 

230 少し方向が違うかもしれませんが、本校では農作業を通した手作

り、体験現場の授業を行っています。楽しんで行いますがすぐに

あきてしまう生徒が多いです。体験学習から得られる感動は大き

いので、なんとか継続した学習にしたいと思いますが、毎回の工

夫をするのが大変です。 

体験現場の授

業 

231 中学校ではものづくりを教えるための道具や機械がそろっていな

いので、予算をふやしてもらって、できるだけたくさんの道具や

機械をそろえてほしい。 

道具や機械が

そろっていな

い 

232 技術科では内容が再編され木工と金工が融合したり電気の内容と

機械の内容がエネルギー変換の視点で融合したりと、自分では教

えにくさを感じる。木工との基礎、金工の基礎を理解して後に複

数の材料を使うようにした方が良いと思う。コテ先だけを変えて

も中身は旧木工、電気、機械ということで変わらないのに教科書

をいじくりすぎた結果、見づらいものになってしまった。 

内容が再編さ

れ木工と金工

が融合 

233 資料や実験機材の入手方法を簡単に教えていただけるといいで

す。 

入手方法を簡

単に教えて 

234 以前、横浜桜木町の青少年センターに年に1回、丸1日お世話にな

っておりました。180人を2分割し、前半(午前中）は館内見学、後

半（午後）は小グループごとの体験授業、半分はその逆というパ

ターンでした。学校とは違った貴重な体験ができましたが、セン

ター改装で実施できなくなりました。博物館等で一度に100～200

人規模の受け入れ体制があれば、館内見学との組合せで体験授業

が実施しやすくなると思います。 

博物館等で一

度に100～200

人 
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235 全国ものづくりフェアの運営をしている一人ですが、負担が大き

い。 

負担が大きい 

236 実験教材というが、国からの大きな補助がなければ学校現場には

いくら推進しても経済的に困難な場合が多い。一部の学校に重点

的にするのではなく、教科書にのせるならばそれが全国のどの学

校にも平等に実施できる補助金が必要である。それができないな

らば、もっと安価に進めることができるものを基準として提示す

べきである。 

補助金が必

要・平等に実施

237 ものづくり教育の学習効果が期待できるのは十分理解できる。し

かし、教育現場の忙しさ（授業時数、生徒指導、諸事務等）から

考えると（理科・技術教員の実習・実験準備時間は考慮されてい

ない現状）忙しすぎて、そこまで手がまわらないというのが事実

です。中学校でも高校のような実習助手のような制度があれ

ば・・・と思います。 

忙しさ（授業時

数、生徒指導、

諸事務等 

238 理科として、いくら考えても実際に見ることのできないものを、

模式化してでも映像にしてあるものがあれば、とてもいいなあ、

と思っているし、子ども達も想像を働かせやすくなって、興味を

持ちやすいかな、と思います。 

模式化してで

も映像にして

あるもの 

239 ・理科室における情報通信設備をまずは１００％充実したものに

し、地域ごとに理科室をつなぐ試みがあれば、理科のネットワー

クが全国的になり、お互いにいい影響を与えることができるので

はと感じる。 

・楽しいだけの理科では最終的に理系は育たないと思う。理科の

奥深さ、特に物理は自然現象を数式で表す奥ゆかしさ、化学であ

れば全ての変化が原子・分子レベルの挙動で起こっていることを

理解できるように取り組む重要性を感じる。 

・ミクロの世界に生徒をどう引き込むかがカギではないでしょう

か？ 

理科室におけ

る情報通信設

備 

240 ・現在「理数大好きモデル地域事業」のモデル校の指定を受け取

り組んでいます。実行委員会を通して、色々な情報や研究授業へ

の参加など、プロジェクトの意義は大きいと感じています。 

・予算の執行において、早い時期からの計画と申請が必要で、急

な対応が難しいが欠点かと感じます。 

理数大好きモ

デル地域事業」

のモデル校の

指定 



 225

No  問－21             コメント キーワード 

241 理科の立場からいうと理論と実践の両面が大切。学んだことが具

体的に生かされることを知ることで、学んだことの価値を実感で

きる。また、試行錯誤を繰り返しながら探求的に問題解決を図る

よい学習の場である。しかし、ものづくりは、それなりの時数を

要するため、通常の教科学習では成功を前提としたマニュアル的

な学習になりがちである。それはそれで無駄ではないが、ある程

度まとまった時間でものづくりを体験させるのなら、現状では選

択教科か総合的な学習の時間となるだろう。理科教員＋技術科教

員で講座開設というのもおもしろい。 

理論と実践の

両面が大切 

242 中学理科1，2年の内容は非常に量が多く（時間数に対してですが）、

発展的な内容を取り扱うことも困難である。子ども達に様々な試

行を行う時間をあげたいとは思うが、現実は非常に難しい。 

量が多く（時間

数に対して 

243 地域、企業、大学、中学校が連携してロボット大会等をしたが、

更に助成金ばかりでなく授業における連携にも協力して欲しい。

連携してロボ

ット大会等 
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第３章 有識者委員会及び有識者インタビュー 

 
3－1 有識者委員会 

 

  調査では「ものづくり教育教材」調査研究の進め方について検討を行い、序章、２項

に示すように、教育界、産業界の学識経験者から成る「ものづくり教育教材調査委員会」

を組織し、教材の開発や普及のあり方について調査検討を実施した。 
委員会の構成は以下の通りのメンバーで構成された。（敬称略、順不同） 

「ものづくり教育教材調査委員会」の構成 

名前 所属 役職 

新井 民夫 東京大学 大学院工学系研究科               教授 

鎌田 正裕 東京学芸大学教育学部理科教育学科 助教授 

星川 孝宜 日本商工会議所 中小企業振興部 課長 

杉田 洲男 （株）日鉄技術情報センター 調査研究第三部 部長 

中野 善文 JFE テクノリサーチ（株） 顧問 

この他、委員会には特定非営利活動法人 ＪＲＣＭ産学金連携センター理事長 小島彰、

事務局：中村康彦、宮永徹夫が参加した。 

 

3－1－1 ものづくり教育教材調査委員会 

 

  有識者の参加を得て、「ものづくり教育教材調査委員会」を２回開催した。委員会にお

ける審議の概要を議事録要旨にて示す。 

 

（１）第一回「ものづくり教育教材調査委員会」議事録要旨 

  第一回「ものづくり教育教材調査委員会」議事録の要旨を以下に示す。 

 

日時   ： 平成１９年１月１２日 １０時ー１２時 
場所   ： ＪＲＣＭ事務所会議室 
出席者  ：（敬称略、順不同） 
  委員 ：鎌田 正裕 

     ：星川 孝宜 

     ：杉田 州男 

     ：中野 善文 
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   （欠席：稲崎 一郎委員、新井 民夫委員） 

  事務局 ：小島彰 （センター理事長） 

      ：中村 康彦、宮永 徹夫 
１．開   会 
〇事務局  資料の確認、委員の紹介、議事次第の確認 
２．趣旨・経緯説明 
〇理事長 ・・調査及び委員会の目的等 
 ・特定非営利活動法人ＪＲＣＭの産学金連携センターについて 
 ・経済産業省の、「ものづくり日本」国民運動の一部。ものづくり教育の理解を得るよう

な教材／レポートをまとめる。 
〇委員 ものづくり教育もいろんなレベルがある。今回どこに焦点を当てるのか。 
〇理事長 中等教育荷焦点を当てる。 

 
３．議   事 
〇事務局  
  今回の調査について、資料により目的及び内容の概要を説明した。 

資料１－２：今回の事業の目的 
  資料１－３：ものづくりに関する今まで事例。 
〇委員 今回の目的の焦点を明確に小中等教育に限定した方が、ぼやけないでよい。 
〇委員 子供にとってものづくりとか、物に触れるチャンスがなくなったのは、基本的に

物の完成度が高くなってきて、ブラックボックスになってきた。子供にとっては手を

出せない状態がある。 
〇委員 必要に迫られないとやらない。ボックスという、でき上がってしまっている物が

あるからやる。昔はないから、全部やらざるを得なかった。 
〇委員 今の小学校の理科で置かれている問題点では、ブラックボックスと、もう１つあ

り、扱っているものが古典的過ぎる。マッチの使い方というのを本当に教える必要が

あるのか。中学校の先生は、結構要らないと言う。小学校の先生は、半数位は、これ

は生活の基本技術で必要という。少し古いものにこだわり過ぎているのかなと 。 
   例えば企業みたいにところで 新の技術を使ってこんなものもやっている。実はこ

この部分というのは、小学校でやっているそのまま使っているのだというものがある

と、それは子供たちにとってすごく魅力的な、教材になる。 
〇事務局 ものづくりというと、何か自分が手を動かすという発想もある。 
〇委員 ものづくりというのは手づくりという側面があると思う。会社に入ってからの体

験では、現場に行って自分の体を使って何かやる、そういう体験が一番生きている。 
   例えばマッチ擦って、擦らせてみる中で、一体何が起こるのかということを大人と

しては話をし、理解させないといけない。そこからいろんな話がある。 
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そういう面で、教材の点で非常に感心した点ではＪＳＴのバーチャルの教材です。花

火ということを高校生に理解させるための教材で、花火から煙硝反応、そこからスペ

クトルの分析、さらに量子理化学まで話が発展する。花火を上げましたという体験の

ところから話がいっぱい進む余地があると思う。 
〇委員 小学校の時に理科に興味が持てる人とない人というのが、少しずつこうやって道

が開けていくのではないかなと。今理科離れというのが叫ばれている１つの原因は、

教材はよくても、それを与える指導者に原因がないかなと。 
〇委員 例えば小学校の先生は、基本的に教育学部とか、文学部の教育学科みたいなとこ

ろで養成されるので、文科系の人が小学校の先生をやる。だから理科をきちんと教え

られる人がいないというのは、これは事実。ただ、本当にその小学校でそれぐらいの

ことが後々まで影響するのか。 
〇委員 ＯＢの方々を学校の先生方が受け入れてくれるかどうかというか。そこら辺のコ

ミュニケーションがちょっと。 
〇理事長 理科か文系に分かれるというのは、中学あたりか、小学校なのか。 
〇委員 大学の授業で、いつから理科が嫌いになったかというアンケートをとると、小学

校というのは、余りない。やはり中学校で、多いのは高校ぐらいが決定的です。 
その理由も、多いのは、先生が嫌だった。もうあの化学の先生が嫌いで、あれから勉

強するのが嫌になったとかいうのが多いですね。 
〇委員 車のメーカーでは､車のデザイナーがデザインしてくると。そうすると非常に使え

るスペースが少ない。スペースの中にいかに効率のいいラジエーターみたいなものを

組み込むかが技術者の研究となる。例えば技術とデザインの両方のセンスがある人だ

ったら、それはデザインに飛ぶだろう。あえて技術の畑に進まないだろう。何かちょ

っとそのあたり受け入れがたいものを感じたのを覚えています。 
〇委員 自動車で一番大事なのはデザインです。建築だってデザインです。そういう人が

デザインして、物をつくるのがエンジニアの仕事なのです。そうすると、エンジニア

はデザイナーより１つ下なのです。持っているのはね。自動車もそうですよ。それが

各分野ごとにあるのです。 
〇事務局 調査で、全国の中学校に対して理科技術教育における教材についてアンケート

を計画している。 全国の中学校は概算で、私立で約６００ 校、公立で９，０００

校ぐらい、９，６００校ぐらい。       
教材として、学習指導要領の中の理科の第１分類、物理・化学系、それから技術で、

こういうことを教えなさいと指導要領の中に書いてあります。 
  それについて、まず教材が各学校でどんな状態ですかということを聞きたい。 
〇委員 教材という言葉で多分、定義だけは、はっきり出した方がいい。 
  例えば、学校の先生で一番不足しているのは、数の問題よりも人手が足りない。人的

不足の方が多くて、このアンケートでうまく汲み取れるか。 
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〇委員 ここの質問のメッシュで、聞きたいことに特化した聞き方で書いた方がいい。 
〇委員 回答率というのは低下します。１０％は難しいですね。 
〇理事長 全国を対象に調べるのと、例えば関東地域を、 
〇委員 感覚的にはそんなに大きな差が出ないような気がします。 
〇委員 基本的には、学習内容は指導要領によって縛られているので、予算もそれほど大

きな差があるわけではない。 
〇事務局 アンケートの内容については簡潔に絞った形にして、教育内容の項目について

も絞った形にしたい。 

   
そ の 他 
〇事務局 本日の貴重な御意見を参考に、アンケート等については至急全面的に見直して、

御意見を取り入れながら実施したい。             

 
以上にて閉会 

 
 
 
 
（２）第二回「ものづくり教育教材調査委員会」議事録要旨 

  

第二回「ものづくり教育教材に関する調査委員会」議事要旨 

 
日時   ： 平成１９年２月２８日 １０時ー１２時 
場所   ： ＪＲＣＭ事務所会議室 
出席者  （敬称略、順不同） 
  委員 ：新井 民夫 

：鎌田 正裕 

     ：星川 孝宜 

     ：杉田 州男 

     ：中野 善文 

   （欠席：稲崎 一郎委員） 

  事務局 ：小島彰 （センター理事長） 

     ：中村 康彦、宮永 徹夫 

資料 
 資料２－１：アンケート回答結果中間報告 
 資料２－２：前回議事録 
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１．開   会 
△事務局  資料の確認、議事次第の確認 
２．前回議事録の確認  
△事務局より議事録を紹介し了解された。 
３．議   事 
３－１ アンケート結果の概要及び審議 
△事務局  

資料２－１に基づき、アンケート調査の回答結果について、２月２３日分までの中間

結果の報告を行った。アンケートは２月２７日時点で５４４通の回答を受けているが、

回答内容の分類集計は２月２３日分迄である旨述べて、集約結果を説明した。 
 送付総数は、４７都道府県において、中学校総数約９５００校の約半数の４４４５校に

送付した。各都道府県から比較的分散して回答が寄せられている。回答では、私立校が

６０校、公立校が４８４校で、平均回答率は約１２％と当初予想を上回った。 
 （回答の集約結果の細部は割愛する） 

 
〇委員 回答内容に地域的な差はあるか 
△事務局 個々の教員の回答内容に差はあるが、地域的な数字（回答数、回答率など）に

差があるとは言い難い 
〇委員 ものづくり教育の時間が足りないなどの要因として、「ゆとり教育」の影響が出て

いると言えるか 
△事務局 理科教科書の内容が削減され授業数の減少があることに不満の声はある 
〇委員 デンソーでは企業内に教室を設けたとの話があるが地域限定となる。 
〇委員 「情報が無い」との意見があるが、ものづくりに関心のある企業や業界団体が PR、

情報発信をすべきである 
〇委員 問－１５で「理科離れ」「ものづくり離れ」へのコメントが多数きているが、その

まま掲載するほうが良い 
〇委員 理系離れの要因の一つに、生涯所得などの差がある。１９８５年以降、国が理系

軽視の政策を進めてきた。まじめにこつこつより、金儲けに走る傾向と徳政令 
〇委員 １９８９年以降、元気の出る製造業を目指してきたが、一方で、紙（金融）、商（サ

ービス）、農（補助）、工（工業：競争）の順序が付いてきた。日本は加工業で成り立

っているが、工業は公害の大本といわれ冷遇されてきた。 
〇委員 問－１９の「自然・エネルギー」は３年の 後の順で、入試にも出ず時間が無く

てほとんど教えていない事例が多い。 
（問－２１のものづくり教育などへの意見や要望のコメントに関して） 
〇委員 企業が学校に出前授業に行くのに発令や資格がいるのか。 
〇委員 正式には必要だろうが、常勤でなければゲストティーチャーとして可能。これら
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を制度化することは正規教員の範囲を侵すことになり無理であろう 
〇委員 地域での NPO やボランティアで出前授業などは可能。予算化は文部科学省の教

育ボランティアで対応できるが、OB よりは若い人に参加してもらい生徒との親

近感を増して欲しい 
〇委員 体験学習の実施は時間が掛かり、教員の意欲が必要で全員に要求するのは無理が

ある。 
〇委員 ものづくり大賞の知名度が低い。もっと PR すべきである。 

 
△事務局 前回議事録を説明し了解された。 

                           以上 
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３－２ 有識者へのインタビュー 

 
  中学校の理科・技術教育及び教材という視点から有識者委員会での議論及び委員の紹

介などを得て、次の皆様を訪問し各分野での代表的な事例の紹介や本調査に関連する内

容についてのご意見や方向性などについてお伺いした。 

 
インタビューした有識者は以下のごとくである。 （敬称略、順不同） 

 
  氏 名    所属、本調査への主な関連事項 

鎌田 正裕 東京学芸大学 教育学部 
研究室において小中学校理科実験用機器・器具の研究開発を研究生に指

導。理科教科書の編纂にも参加。 

中村 久良 中村理科工業(株)社長。小中学校向けの理科・技術等の実験用機器・器

具の開発、製造、販売。 

丸山 敬一 
八木 圭一 
堀田 央 

啓林館、第四編集部中学校「理科」副編集長：他。 
中学校の理科・技術等の教科書を編纂・発行・販売 

宮内 卓也 東京学芸大学付属世田谷中学校、理科担当教諭。 

柴田 瑞江 東芝科学館、学芸員。東芝科学館で実験・体験コーナー等を担当。小中

学校への出前実験なども実施 

安田 健一 
竹野 英敏 

茨城大学 教育学部 教授。技術教育関連の研究を推進され、日本産業

技術教育学会等で活動 

 
 インタビューにてご紹介頂いた主な事例や中学校を主体とする実験や体験における教

材・機器・器具など、及び理科・技術教育、ものづくり教育などについてのご意見の一

部などを以下に示す。 
この内容は一部の事例であることを事前にお断りしておく。短時間のインタビューで

あり、聴取者の質問事項の構成により、お聞きした識者のご意向を正確に反映できてい

ない部分のあることをお断りしておきます。文責は編者に帰します。 

 
3－2－1 東京学芸大学、鎌田助教授 

 
  鎌田研究室においては、将来教員を目指すことが多い研究生が、研究の一部として小

中学校向けを主体とした実験用機器・器具の研究開発に取り組んでいること、鎌田先生

が中学校の理科教科書の編纂に関与して見えること及びものづくり教育教材調査員会
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のメンバーを引き受けて頂いたことから、理科教育の現状などをお伺いした。 

   
 
 日時 ：平成 19 年 1 月 17 日 10－12 時 
 場所 ：東京学芸大学 教育学部 小金井キャンパス     鎌田研究室 
 応対者：鎌田助教授 
 面談者：JRCM 産学金連携センター 研究員：中村 康彦 

 
(要旨) 
・ 理科で大切なのはやはり、実物だとか現物を見ること 
・ 指導要領は 10 年間変わらない・・ 新のものというのは学校教育の中には入らない・・

取り入れたときは既に「時代遅れ」の繰り返し。 
・ 新のものを現場で見ることは理科の教員にも歓迎され、子供たちの興味や関心を呼

ぶ 
・ メーター型の電流計・電圧計などの教材と現場でのデジタル表示の差・・メカニズム

を理解させながら、現実との差を教える難しさ 
・ 心臓のおもちゃでポンプの説明をする工夫。 

 
「インタビュー内容概要」 

 
中村 企業の専門家、現場などの活用について 
鎌田 スタンスとして、やはり現場のニーズとかなり関連づけられます。現場のＯＢの方

に来ていただくというのはすごく役に立つし、１つの刺激になります。 
  理科で大切なのはやはり、実物だとか現物を見ること。実物や現物というのは、学校

だと教科書の写真はあっても現物がない、あるいは実際に動いている機械を見せると

いうこともできない、そんなにニーズは多いかなと気もする。 
 指導要領は１０年間変わらない。教科書も大体４年ぐらいの変化で、数年のスパン

だとその間になぜ変える必要があるかと。常に 新のものというのは学校教育の中に

は入らない。10 年たって、次の指導要領、それが実際に実施されるころには、もう既

に時代おくれになっている。それの繰り返しです。 
中村 企業とか、実業にいる世界は、比較的 新というのを簡単に求める。 
鎌田 例えば同じ教材を使用しているかといったら、そうだろうと思う。一方では、 新

の技術について、特に理科はみんな専科の先生ですから、興味を持っている。例えば

具体的なサンプルがあるとか、具体的に工場なんかを見られるとかいったら、それは

大いに歓迎されるのではないかと思います。 
 小学校は、何かつくらせながらそこで学ぶという、指導要領の中でもつくりなさい
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というようなことをはっきり述べている。中学校に行くと、ものづくりは理科の中で

は余り出てこない。 
中村 実験のウエートは、やはり大きいのですか。 
鎌田 その先生によりけりですけれども、ウエートとしてはかなり大きいと思います。 

 実験を通してという意味では、やはり重視している先生は多いと思います。 
  教科書／指導要領に載っている項目に対する実験道具は基本的に中学校としては大体

そろっている。ただ、例えば電流計、メーター型の電流計は、子供たちに教えるのは

結構苦労する。今実際に工場でもどこでも働いているのはデジタルの表示。そのとき

話を教科書会社に言ったら、そういうデジタルの電流計はどこが出しているのですか、

現実にないものを教科書に載せるわけにいかない。 
 教材屋さんから言われたのは、教科書に載っていない、教科書にないものは売れな

い。そういうところは、いつになっても変わらない。 
 視覚的に電流とか電圧というイメージができないかなということでつくった。これ

は数値ではないが、流れで示せる。教育の目的、こういうのだったら子供がわかりや

すいだろうというものというのでつくる。 
中学校でも電磁誘導の実験があります。これを使うと、電流の流れが視覚化できる

ので、後はそれと磁石だけで済むので、中学校ではやはり評判よかったです。 
今までは研究室のテーマというか、ここ数年間は１つの方針として、やはり理科の

教材というのはすごく古いものが多い。それを何とか新しくしていきたい。 
これからメカニズムが見えるものをつくろうと。例えば昭和４０年ぐらいの、例え

ばモーターが回る仕組みだとか、蒸気機関車が走る仕組みはどうかと。   
一応断面図がかいてあって、そういうのを見せるというのは昔はすごく強かったが、

今はやはりブラックボックスになってきて、答えは出てくるけどメカニズムがわから

ない。そうじゃなくて、例えば中が見えるもの、実際に物の働きが実感できるものを

つくろうと。それをちょっとこれから数年、力を入れていきたいなと思っている。 
これは心臓のおもちゃです。ただシリコンのチューブを切って差し込んだだけです

が、先端を封じてナイフで切って、これが弁になっている。同じものがこっちに入っ

ていく。あとはこれで押せば、水が出ていく。今の子供たちは、ポンプと言っても知

らない。 これを開発している大学院生に説明させます。 
大学院生 心臓はポンプの働きをしているというのを教科書に当たり前のように書いてあ

る。ポンプというもの自体を今の子供たちは知らないので、子供たちにポンプという

説明を何か改善できるものはないかということで、今回開発をしました。 
   そのポンプの働きも、子供たちに授業をやるときは、これをみんなで組み立ててみ

て、ポンプってどういうものかということで水を何かに移すような実験をして、こん

なふうにポンプは使えるよという説明をします。 
   子供たちの中で心臓の拍動と脈が関連しているということに改めて気づく子もいる
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ぐらいなので、その説明にはこれが使えます。簡単なつくりで、しかも接着剤等も使

わず、子供だったら５分ぐらいで組み立てられるこのポンプを使って、そのポンプと

心臓の学習を組み合わせたものが、この教材で可能になっています。 

 
                             以上 

 
 
3－2－2 東京学芸大学付属世田谷中学校 理科担当教諭 宮内 卓也先生 

 
  東京学芸大学教育学部 鎌田助教授のご紹介を得て、中学校で理科を担当されている

宮内先生に教育現場でのお話を伺った。アンケート結果などの具体的な資料や問題点の

提示が困難であり、一般的な中学校での理科・技術系の授業の現状や問題点を伺うに留

まった。以下にインタビューでの概要を示す。 

 
日時 ：平成 19 年 2 月 8 日 17－18 時 

 場所 ：世田谷中学校 応接 
 応対者：宮内卓也先生 
 面談者：JRCM 産学金連携センター 研究員：中村 康彦 

 
(要旨) 
・ 「理科離れ」以前に「勉強離れ｣の傾向が強い 
・ 理科系に行くことへの損得勘定が見える部分がある 
・ 与えられたカリキュラムとか時間数の中でも、生徒実験は一通り実施できるはず 

・ 学習指導要領では、実験の内容に学校知と生活知の差が出てくる。例えば、電流計、

電圧計は現場ではもう使いません。テスターが主体。 

・ 理科と技術では、理科は第一義的には原理原則とか法則を見出していく。技術の方は、

つくるということが大きな目標。２教科の融合型がものづくりには望ましい。 

・ 理科と技術の時間割数が減らされ、特に技術科がかなり減らされて、望む内容の授業

を実施するのは困難 

・ 中学校での理科の内容が減り、高校に先送りしている。電子やイオンを教えていない。 

 
「インタビュー内容概要」 

 
中村 中学は選抜試験ですか。 
宮内 小学校から１００名前後、入学試験を経てくる子が６０人前後、合わせて１６０人 
中村 理科の位置づけ、あるいは興味の示し方、理科離れなどの状況はどうですか。 
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宮内 ベースとして、おもしろいものに出会ったときに、あ、おもしろそうだなとか、何

だろうと思う感覚を持っている子は多いかなと思います。 
理科離れが本当にあるのかなとまず多少は疑ってかかる部分もあるが、理科離れ以

前に現代の子供は勉強離れがまずあるのかなと思う。実感としては、理科は好き嫌い

が出やすい教科の部分はあると思うが、ただ、特別に他教科に比べて理科離れが進ん

でいるという感覚は余りないです。 
抽象的な思考が中学校になると出てきますので、どうしてもその世界に入れない子

というのが出てきてしまうというのは確かにある。 
あとは、損得勘定というのですか、理系に行くのが。何で食っていくかということ

を含めて考えたときに、今、必ずしも、ものづくりが前面に国として出てきていない

ので、今あえて理系、科学技術系でやっていくぞというモチベーションとは生まれて

こないだろうというのは、潜在的にはある。大学生活を見ていても、理系のクラスは、

時間的な制約も大きいし、データもきちっと出さなければいけないし、その割には、

ではどうなのだろうというようなところは、多少はあるかもしれないというのは感じ

ますね。卒業生の話なんか聞いている。 
中村 実際の理科の実験で、教科書とか学習指導要領に書いてあるのを全部こなしていく

というのは、今の与えられたカリキュラムとか時間数の中では、困難ですか。 
宮内 教科書に生徒実験として設定されているものがあります。図で示す図示実験のよう

なものと色分けしてある。あの生徒実験は標準的な学校であれば一通り実施して問題

ないと思う。教科書を作成している立場からしても、実際にされることを想定して教

科書を編集していますので。どれを生徒実験にするかという選択はその先生によって

多少あるにしろ、数としては囲みで実験になっているものについては、実施できてい

ると思う。 
中村 教科書が改定されるのは５年－１０年くらいのサイクルで、学習指導要領も多分同

じ。実験の内容と、いわゆる現実に進歩していき、世の中の実際と教科書あるいは実

験とのギャップを感じることはありますか。 
宮内 個別にはありますね。学校知と生活知と全然違うなというのは。 例えば、電流計、

電圧計はもう使いません。テスターを使いこなせるようになった方がいいという主張

をお持ちの先生も実際いらっしゃいます。あとよく問題になるのは、質量を計るのに

もう上皿天秤はいいじゃないか、電子天秤でもいいじゃないかという方と、つり合い

をちゃんと見ることに意義があるのだと。あれは非常にダイレクトですね。 
  現実に何か計ろうとすると、テスターしかもう売ってない。中学校で学んだ電流計

の使い方なんていうのは、入試向けには勉強するのでしょうけれども、世の中に出た

らちっとも役に立たない。 
中村 地域でのものづくりの活動だとか科学実験の活動だとか、科学館、施設と提携され

ているとか、活動に参加されていますか。 
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宮内 定期的にはやっていないです。例えば選択の学習で、実際に現地の発電所の中を見

学するような、トピック的にはあるが、継続的にというと、今のところないです。 
中村 授業で何か新しいトライアルをするチャンスはありますか。 
宮内 文科省の科学開発研究を受けたときとかは、こういう意図でやっているのだという

ことで示していくことは可能です。あとは総合的な学習の時間のとらえ方というのは

公立だと縛りがきつかったりするが、本校の場合は教科書を強めて子供たちが関心の

あるテーマを集めて、もっとそれを探求的に１年間やっていくという趣旨のテーマ研

究という講座を開いていまして、それを総合的な学習の時間に充てている。私の場合

は、「科学とものづくり」という講座を開いて、技術科の教員と私とで組んで、「科学

とものづくり」的な講座の中で、技術科のよさと理科のよさをコラボレーションのよ

うな形で、技術科室も使えるし理科室も使える。子供は理科的なことは私に聞いて、

手でやる部分は技術科に相談しに行くということで、なかなか融合しておもしろい試

みと思っていた。 
中村 理科と技術とは教える内容というのですか、とらえ方、その辺はやはり違いますか。

指導要領も違っているのでしょうけれども。 
宮内 違います。理科は第一義的には原理原則とか法則を見出していくということが大事

であるし、実生活との関連を図りながら学習の意味づけをしていくという発想ですが、

技術科の方は、つくるということが大きな目標ですから、全然違うのだろうと思いま

す。１つの可能性としては、技術科と理科を同じ教科にするというのは、それぞれ役

割があると思うので反対なのですけれども、総合的な学習の時間とか、あるいは選択

教科を拡大解釈して２教科の融合型というような解釈にして、理科の教員と技術の教

員がものづくりの講座を開いて、探求的に試行錯誤も入れながら物をつくっていくと

いうのは、おもしろいと思っています。 
中村 今、理科と技術の時間割数は相当違うのですか。 
宮内 技術科がかなり減らされてしまっているので、昔からすると激減していると思う。 

昔は、木工、金工、あと電気的な工作を含めていろいろ作った記憶はあるが、今はま

とまった時間がつくれてないのではないかと思う。学力調査なんかも、電気関係の成

績が昔に比べるとぐっと下がったのですが、それを分析していくと、技術科で扱いが

弱くなったのも一因じゃないかなと言っている人もいました。 
 今学力低下と言われて、削減、削減と言われた内容ですが、感覚的には、中学校が

高校に送ってしまっている感じですね。 
小学校は活動とか探究そのものに意味を大きく置いているので、内容は別に中学校へ

来ても大したボリュームじゃない。ですから、減った分というのは、中学校が高校に

送った分というのが内容的にかなり大きいのではないでしょうか。 
  電子も今教えてないし、イオンも教えてない。指導要領どおりに展開していくとする

と、子供たちは電子というものを知らないまま高校生になる。イオンももちろん知ら
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ないまま高校生になるわけで、そうすると、ものづくりの原理を説明しようとしたと

きに、電子とかイオンを全く用いないで原理を説明するというのは、なかなか難しい

です。基本粒子として必要なことは教えなければいけないのだという発想も必要なの

だろうと思うのですが。 
中村 現状の中学での理科を、教えなければいけないという容量からいくと……。 
宮内 今の時数で内容をふやしたらパンクしてしまいますので、時数が若干ふえることが

前提になる。化学で言えば中和を教えるときに、イオンを使わないで教えるというこ

とは、例えば塩酸と水酸化ナトリウムがまざったら食塩ができるというのを暗記する

しかない。逆に食いついてきた子については、おもしろくないのですね。覚えるしか

ないというので。電子の話も、電子を知っていればもうちょっときちっと説明できる

現象も、そういうものなのだというふうに丸ごと受け入れるしかないという。 
中村 視覚、メディア的な形あるいはソフトはどのくらい活用されてみえますか。 
宮内 視覚的な教材ですね。１つは意義があるなと思うのは、Ⅱ分野になってしまいます

が、天体とか地質の現象とか、そのスケールと時間的な空間と、あとは非日常性とい

うことで、なかなか具体的に観察し、見ることのできないものを、代替とて見ていく

ことは必要なので、天体とか地質、主に地学分野で、その観察実験の代用として使っ

ている例は多いと思う。 
Ⅰ分野で実験の現象そのものとかをドライラボ的に見ることがではいいかというと、

多くの先生は、自分でやるという方が多いのではないかと思う。 
中村 ものづくりということを子供たちに教えようとされたら、何だと説明されますか。 
宮内 私がさっき説明した技術科と組んでやっている部分というときに、子供たちに話す

のは、ものづくりには理論と実践という２つの側面があって、理論がわかっているか

らこそ何か工夫する見通しが立つけれども、でも理論がわかっていればその形が実現

できるわけではなくて、そこに技術的な側面の深い理解と能力がなければそれは実現

できない。車の両輪のように、両方がうまく回っていかないと物というのは完成しな

いのだということです。どうしても中学生だから、ゼロからつくることはなかなか難

しいので、 初は模倣でいいから、何か１つつくってみてもいいけれども、そのプラ

スアルファ、自分のオリジナルを入れていきたいということは言うので、そうすると

当然そこに失敗もあるけれども、そこから成功することもあるしということで。 
中村 道具を作られるとか、身の回りにあるものを加工してみんなにやらせるとかいうよ

うなことは、何か工夫されていますか。 
宮内 代用できるものはなるべくそうしようと思っています。経済的な問題もあるのです

けれども、それだけでなくて、ちゃんと工夫すれば転用できるのだということで。で

すから、結構高いし、カタログを見ていると色々ある。 
 土日出てきてということもあります。毎年繰り返しの仕事なので、１回まじめにつ

くってワンセットつくっておけば、次の年は随分楽ですます。準備と片づけをきちっ
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とやるというのが大事な資質かもしれない。 近衣装ケースみたいなのに、表にラベ

ル張って何とかセットって書いておいて棚に積んでおくと、その時期が来るとそこか

ら出してくると、大体必要なものは入っているというような状況をなるべくつくろう

と思っているのです。 
以上 

 
3－2－3 啓林館（教科書編纂、販売）  
 
 中学校の理科の教科書を編纂し販売している啓林館の編集部を訪問し、実際の理科教科

書の編纂におけるご苦労や課題などをお聞きした。  
以下にインタビューでの概要を示す。 

 
日時 ：平成 19 年 2 月 15 日 14；30－16；20 

 場所 ：啓林館 本社（大阪） 
 応対者：第四編集部第一課、中学校「理科」副編集長：丸山敬一氏、 
     同第一課・課長、八木圭一氏、第二課理科編集担当：堀田央氏 
 面談者：JRCM 産学金連携センター 研究員：中村 康彦 

 
 (要旨) 
・ 教科書は学習指導要領で一応内容が決まっている。小学校の理科ではもう「ものづ

くり」がはっきり明文化され、中学校はそこまできちんとは文言上には出ていない 
・ 理科の教科書では、時間数が減った関係で内容が減ってきている。抽象的な本質的

を扱う教材自身も、ちょっと生活から離れていく。故に、理科を学習してどう役に

立つのかがわからない事態に移っている。 
・ 生徒指導の方に時間をとられて、十分時間かけてやる時間がとれていない 

・ 生活にリンクするという意識だと、理科と技術はもう少し融合すると良い 

・ 次の指導要領を改訂では、「理科離れ」を大きな問題としてとらえている 

 

「インタビュー内容概要」 

 
中村 小中学校の理科・技術系の教育がどういうふうにされているのか。教科書系とそれ

に関する実験用の機器、器具、そういった教材という面で実態はどうかということを

調べようとしております。 
丸山 教科書をつくるという立場で言いますと、教科書というのは学習指導要領で一応内

容が決まっているわけです。 
今現在の指導要領は平成１４年度から実施されているものでして、実は小学校の指
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導要領の中には、理科ではもうものづくりがはっきり明文化されて出ている。それは

児童の知的好奇心を高め、実感を伴う理解を図るために、各学年の物質とエネルギー

という領域の指導に当たっては、ものづくりを行うことを一応指導要領の中でうたっ

ている。実は中学校の方はそこまできちんとは文言上には出ていないが、指導要領に

対して必ず教科別に解説書というのがありまして、この中でその辺をもう少し具体的

に解説を行っています。 
 教科書となりますと、指導要領から外れていくというのがいろんな面で難しくて、

場合によっては認めていただけないというケースもあります。 
中村 指導要領というのは、そろそろ改定の時期。 
丸山 既にもう１年以上前から改定の動きはあったのですが、今おくれつつある状況です。

いずれにしても、今、次の指導要領を改訂しようということは進んでいます。 
  その中で、やはり理科離れというのは大きな問題としてとらえていると思いますし、

次の指導要領でも多分その辺は１つの大きな話題になってくると思います。 
中村 実際に教科書を編纂されながら、理科離れというのをどんなふうに受け止めて見え

ますか 
丸山 その点はいろんな説とか、考え方があろうかと思う。今制度自身がある意味ブラッ

クボックスみたいになっています。指導要領自身にしましても、大分以前からどんど

ん内容が減るというよりも、時間数が減った関係で内容が減ってきていると思うので

すが、扱うものが具体的なものから離れていっているというか、時間を減らすと、ど

うしても骨になるあたりは抽象的な本質的なところだけで扱おうというふうにせざる

を得ないと思う。そういうのを扱う教材自身も、ちょっと生活から離れていくという

のですか、そういうのがやはり影響しているような気はします。 
  もう一つよく聞くのが、結局子供が理科を学習してどう役に立つのかがわからない、

勉強しても、それが何の役に立つのでしょうみたいな、そういうとらえ方がどうもあ

るのかなという気がします。 
中村 どう役に立つのというのは、何か実感がわかない面がある。例えば、マッチは一生

のうちに何回使うのか。そうすると、マッチをつけてあの火が出てくるなんていうの

は、自分の生活とどうつながるのか。 
丸山 そこも実は教科書をどうするかで話題になるところでして、実態としてやはりもう

ガスライターみたいなものが便利でいい。けれども、マッチの指導をしたいという先

生も少なからずいます。 
八木 今マッチの話が出ましたが、子供はだんだん手先が不器用になってきたというのは、

一般的に言われています。小学校で、従来はアルコールランプを過熱器具で使ってい

たが、 近になって下の段の実験用ガスコンロというのが割と普及しているのです。 
丸山 今課長が言いましたように、多分手先が不器用になっているのは、そういう経験が

近ないからということでしょう。 
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八木 同様の例は、質量をはかるのは 近ほとんど電子天秤です。作法にこだわる先生は、

上皿天秤の使い方から教えている。その辺が、ブラックボックス感で、結果だけわか

ればいいというものが普及してきているということではないですか。 
丸山 いわゆる、てこのつり合いのあたりは、小学校で扱っているのでが、実際問題とし

て小学校でも電子天秤みたいなものを使うというのが多いようです。 
編集の方で、そういうもので教科書を書き、ある意味導入していくという、その辺

は社によっていろいろと違いがあると思います。基本的には現場の先生方の御意見を

くむという形であると思います。 
 教科書とは別に指導書という、先生向けのいわゆる教科書の解説書がある。 
特に小学校の場合は、理科の専科でない先生が理科を指導するということもあって、

その辺をきちんと用意しておかなければ、なかなか理科の授業が難しいという状況で

す。中学校は、一応理科の専科ですが、例えば物理、化学はまあまあいけるけれども、

ちょっと生物が苦手だという先生もいますので、中学校でも指導書というのは役に立

っているところだと思います。 
八木 理科離れに関して言えば、先生方がやはり十分準備する時間がなかなかとれていな

いというのが理由です。特に小学校の場合は専科の先生でないですから。中学校でも、

教科の指導というよりも生徒指導の方に時間をとられて、十分時間かけてやる時間が

とれていないのが実態かと思います。 
丸山 基本的なとらえ方として、内容は全体的に減ってきていますし、系統性が崩れてき

ている。全体的な時間を減らすという、ゆとり教育のあおりで内容が似てきます。そ

の結果として全体の系統性が見えなくなったということは、いろんな方が言っていま

す 
中村 指導要領の改訂で、もう少し時間をふやそうとかいう方向は出てますか。 
丸山 それは出てきています。ゆとり教育の貼り直しみたいな感じで、意味合いとしては

学習内容の復活、当然時間数をもう少しふやそうという方向ではある。 
 教科書をつくる立場から言うと、指導要領の拘束が非常に強くて、指導要領として理

科と技術・家庭の指導要領と調整しようとか、すり合わせしようとかいうのは、今ま

ではないと思います。理科離れみたいに、技術離れではないですけれども、余り技術

に関心がなくなっているのかもしれない。 
一つ一つある程度きちんとやっていこうとすると、意外と時間はかかると思いますけ

れども。大概の先生方は、写真は見せて、自分の指導の流れというのがありますので、

そこに沿って補足資料的にちょっと紹介するぐらいの扱いでやっているのだと思いま

すね。 
中村 指導要領で、簡単にしか書いてないけれども、実質は検定の形で縛りが多い。 
丸山 検定のときに検定意見というのが文科省の方から通達が来まして、これは指導要領

の範囲を超えているとか、だから扱えないみたいな、基本的にそうですね。例えば今、 
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中学校段階で電気回路のところで、今扱えるのが、抵抗が２個までなのです。 
以前の指導要領ですと当然ここまでやっていたのですが、今はそういう指導要領の

文言にいろんな制限がついていまして、抵抗は２個までとか、そういう文言は今指導

要領に多いのです。いわゆる「歯どめ」と呼んでいます。 
中村 教師の理科離れが原因だという。 
八木 次の指導要領では方向性としては５、６年生には理科はできるだけ専任にしたらど

うかみたいな意見は出されているみたいです。やはり先生方の世代交代がここ数年で

かなりあって、若い先生が入ってきます。 
 理科の場合は国語とか算数の教科書とちょっと違っています。すべて答えが書いてな

くて、実験観察を通して、そこで出てきたものを自分自身そこから結果をちゃんと、

自分なりの考えを持つというか、そういう展開です。 
                                   以上 

 
 
3－2－4 中村理科工業 中村社長 
 
 小中学校の理科・技術の実験用機器・器具を開発、製造、販売をされている中村理科工

業の中村社長にお話を聞いた。  
以下にインタビューでの概要を示す。 

 
日時 ：平成 19 年 2 月 6 日 10；00－11；30 

 場所 ：中村理科工業（本社） 
 応対者：中村社長 
 面談者：JRCM 産学金連携センター 研究員：中村 康彦 

 
（要旨） 

・ 教材を作成する基本的な考え方は、教科書および学習指導要領が基本にあり、これ

に記載されている実験を実施できる内容の機器・器具を作成し提供 

・ 教育の場で５年の変化は早い。教育の継続性を維持しつつ、国として改定の効果を

見ているが、教科書変更による変化のレヴューはないし総括も行われない。 
・ 「科学のリテラシー」は何かが今の教育では不明確・・身に付けた知識を実際に社

会で役立てる技能があるかどうかが問われている 
・ 理科など割り当てられて時間数により教える範囲が決まってしまう。現在は大幅に

減少している。 
・ 理系はもともと少ないので、理科離れと言えるのか疑問 
・ 実物で実験する生のよさや面白さは開発のおける重要な視点 
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「インタビュー内容概要」 

 
中村 教材を作成する基本的な考え方はどのようなものですか 

社長 教科書および学習指導要領が基本にあり、これに記載されている実験を実施できる

内容の機器・器具を作成し提供する。実験内容は教科書会社が選択する。この際には、

先生とのネットワークを活用して協議がされている。どういう実験内容を選択するか

は、教科書会社で同一になる事例も多い。 

中村 教科書や学習指導要領の改訂や更新の頻度は？ 

社長 5－10 年度に一回のペースで実施されている。改定後の初年度に教科書会社のアイ

デアが示されるが、現場（学校、教育委員会など）での評判で教科書の内容や教科書

会社が集約される傾向にある。 

教育の場で 5 年の変化は早い。教育の継続性を維持しつつ、国として改定の効果を見

ているが、教科書変更による変化のレヴューはしないし統括も行われない。実施する

と評価につながり反省を述べなければならなくなる。 

中村 改定の内容や変化の度合いは 

社長 改定は意外と大きい規模で実施される。又、例えば、「遺伝」の項目が入ったり消え

たりの出入りの改訂がある。 こういった点では、国民の素養の基本であることを考

えているのか疑わしい。 

科学のリテラシーは何かが今の教育では不明確である。これがきちんとしていないこ

とが、教科書や教材などの基本や方向性を腰の据わったものにしていない。 

 

 （面談者：注） 

「リテラシー」（literacy） ： 社会生活をおくる上で必要不可欠な力。従来は「読み書き

できる能力」「識字力」という意味で使われていた。しかし、社会全体が高度化・複

雑化したため、現在はより高度化・細分化され「自らの知識と潜在力を高め、社会に

参画し、貢献するために書かれた情報にアクセスし、管理し、統合し、評価する力」

と定義されている。 

 一般的に、読み書き能力。識字能力。 ある分野に関する知識、教養、能力といわれ、

ここで重要なのが「（義務教育を受けている子どもたちが）社会に参画することがで

きるように」という点で、つまり、子どもたちがまわりの人々や、家庭・地域・学校

などにおいて、よい関係を築いたり、自分の力を活かしていくことが目標になってい

る。身に付けた知識を実際に社会で役立てる技能があるかどうかが問われている。 

 

社長 先生たちは、理科など割り当てられて時間数により教える範囲が決まってしまう。

ある程度は先生の工夫によって範囲や内容が異なることはありますが。 



 244

従来からのベースがあり、その上で考えていく。例えば、顕微鏡やガスバーナーは変

わらない例です。進化の努力はするものの、基本的に内容が変わらないので、５０％

は不変のものです。 ガス検知器などは新規採用のもので、テクノロジーの進歩で学

校内の実験に使えるようになった。太陽電池は２０年前、レーザーは３０年前に出た

が実験教材としては新しい分野で、レーザーなどはスリットで干渉実験が容易となっ

た。 太陽電池は環境・エネルギーの分野で取り上げられている。なぜの仕組みは小

中では触れない。高校では光電子まで触れる。 

中村 新しい教材やアイデアの提案や採用はどのようにされるか 

社長 教科書や指導要領に関連する調査官や審議をしている大学や先生へのＰＲが重要と

なり、営業活動や競争が厳しい状況にある。学校の予算内で、学校が教育委員会の財

務に申請して許可を得て購入となる。購入は地元の販売店（代理店）を通じての購入

となり、申請したものとメーカーの選択が行われる。 近は入札の事例もある。小中

学校は市町村の、高校は県の教委への申請となる。 

中村 教材の整備はどの様にされているのでしょうか 

社長「理科教育振興法（昭和 28 年）」が設備基準で、これをベースに機材の整備を国の責

任で進める必要がある。 

（編者注：理科教育振興法（昭和二十八年八月八日法律第百八十六号）における記述

の一部  

（国の任務）  

第三条  国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るよ

うに努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の

振興を図ることを奨励しなければならない。  

一  理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。  

二  理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。  

三  理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。  

四  理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその

実施を図ること。 

 

社長 この法に従い学校は必要設備、機器・器具などを購入・整備するが、整理や廃棄な

どの手続きを仕切れて居ない場合が多い。教育委員会が予算管理を進めており、これ

が厳しい場合、小物を時としてポケットマネーで処理する事例も聞く。 

熱心な先生は、教材費・実験費などの名目で家庭から実費を集めたり企業から教材を

集めたりしている事例もある。 

中村 先生たちの意見などはどの様に吸い上げていますか 

社長 先生たちの研究グループなどの研究会を主催したり、グループ会合に参加して意見

を聞いている。地域の教育センターの指導主事との意見交換は重要。 
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  教材のアイデアや取り上げる内容については種々意見が出てきて議論となる。 

中村 教材関連の業界の規模は 

社長 国内で大手と言われる総合的な教材（ハード）提供業者は少なく、弊社、内田洋行、

島津理科、（株）ケニス、ヤガミ、学研、程度でしょう。 

  実験機器・器具の範囲では、理科教育振興法に基づくもの、地域の教育委員会管理の

地元負担分、学校の予算、教材費程度の範疇で、国内で 100 億円程度の規模と思われ

る。 

中村 海外の状況あるいは海外を相手にすることは 

社長 世界を相手に教材を作ろうとした場合、単価・価格の点で無理。また、例えば、英

国の分子のモデルは大量に出回り安価である。何か技術を特化して対応する海外の事

例を国内では真似できない。また、良いアイデア、良い品質のものは海外から購入し

て販売する。また、海外と技術提携することもある。顕微鏡は中国で製作している。

国内では職人も居なくなりコストも合わない。 

中村 近「理科離れ」などと言われるがどの様に感じますか 

社長 理系はもともと少ないので、理科離れと言えるのか疑問。 

  国民の立場から言えば、「科学リテラシー」、科学的な判断が出来ることを国の考えの

基礎におくべきではないか。ものづくりは職人の分野とも理解できるが、理科・科学

は生活の基本事項につながるものである。例えば、ガス検知器をどこで使う。湯沸か

し器の不完全燃焼対応もあるが、マンホールなどでチェック無しで入り事故になるな

どは体験（装置を使うと言う）が必要である。 

   まずは、賢い母親を育成し、子どもの育成・考える力を養う必要がある。 

中村 教育ソフト、ＶＴＲ／ＣＤ、メデア、e－ラーニングなどのソフト分野は大きく規模

を拡大していますが。 

社長 視覚的な教材を出版社などが出しているが、教育にとり重要で、体験できないこと

を見て覚える、シュミレーションの活用で普通では見えないことを解説するなど、本

物の迫力や反応の度合いなど、活用法は多い。 

  一方、実物で実験する生のよさや面白さは開発のおける重要な視点である。 

以上 
 

 
3－2－5 東芝科学館 
 
 東芝研究所内の敷地にある東芝科学館は東芝の技術発展の歴史及び 新のっ技術の紹介

をするとともに、地域の小中学生を対象に各種の科学的な実験や科学ショーなどを定期

的に実施し、その実験教室などは多くの小中学生が参加している。こうした活動を通し

て、児童の理科や技術への関心などについてお話を聞いた。  
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以下にインタビューでの概要を示す。 

 
日時 ：平成 19 年 1 月 31 日 13；00－14；00 

 場所 ：東芝科学館 
 応対者：同館 桜井 瑞枝氏 
 面談者：JRCM 産学金連携センター 研究員：中村 康彦 

 
（要旨） 
・ 実験教室を毎週実施。第４土曜日に高学年対象のガリレオ工房 
・ 川崎市：文科省がやっている「理数大好きモデル地区」に指定・・川崎市の中で８

校モデル校があり、１校だけが中学校。モデル校に出向いて授業の中に東芝科学館

として実験アイテムが幾つもある 
・ 子供は理科離れ・・来ている子に関しては全く感じない。科学館で大きくなってい

く、かなりリピーターの子は多い 
・ 「理科大好きクラブ」というような形で学校を含めて地域の理科－サイエンスと

言ったものとのコミュニケーションは重要で積極的に参加したい 
・ 学校から、例えば製品開発者の方の話が聞きたいとのの要望もある。 

 
「インタビュー内容概要」 

      
中村 全国に科学館というものは６６０館くらいある。その中で、実験とか体験コーナ

ーを設けて実施しているところだけを拾い出してみますと、７０館ぐらいしかやっ

ていない。そうした場を与えてみえる側として、どのような点を注意されながら展

開されているのかをお聞きしたい。 
 桜井 中学生は、来館いただく方が、地方の場合ですと修学旅行で、あとは近隣の中学

生も来る。小学生が結構うちはメインになっている。見学で来たときには、見学と

それからサイエンスショーという形で、液体窒素を使った実験ショーですとか、あ

とは環境ですと、パソコンを解体したり、あとは簡単な環境クイズという、ＣＯ２

がふえると地球はどうなるでしょうというような、システムを使ったクイズ形式で、

あわせて今東芝が開発しているような消せるインクとかの技術も一緒にあわせて紹

介するようなショーが、大体３０分ぐらいのものです。パソコン解体をやる場合は

大体２時間ぐらいかかってしまう。 
実験教室というのが毎週行われているのですが、毎月第１土曜日が小学校低学年

対象の、これがアトム工房と言います。第２土曜日が実験ショー。第３土曜日が、

ＧＥＭＳ探検といって、大体小学生中心ですね。第４土曜日が高学年対象のガリレ

オ工房というのがあります。中学生は大体１割いるかいないかぐらいです。 
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   もう１つ、発明クラブという活動をうちは行っていまして、そこは反対に中学校が

半分ぐらいの参加になるのですね。今クラブ員が７０名ぐらいいるのですが、大体

５０％近くが中学生になります。 
中村 発明工夫展なんかは、ここから何点か。 
桜井 その活動が始まったのが今年度からなので、今年度の作品にはちょっと間に合わな

かったです。来年度から作品は出していきます。 
  川崎市は、今、文科省がやっている「理数大好きモデル地区」に指定されていま

して、川崎市の中で８校モデル校があり、１校だけが中学校で、７校は小学校なの

で、そういったモデル校に出向いて授業を１回やるとか、実験ショーをやるとか、

夏休み中のサイエンスサマーみたいな取り組みにはもちろん積極的に参加をして

いる。今、東芝科学館として実験アイテムが幾つもあるが、学校のカリキュラムに

合っているプログラムをまとめたとりとか、合っていないものをそのカリキュラム

に合わせるにはどうするかということを、今作業を進めているところなのです。   
中村 理科大好きモデルというのは初めてですか。 
桜井 今言った第１期のモデル、３年間かけていますが、その一番、 初のモデル地区に

選ばれたのが川崎市と、あと全国でも１５ぐらいしかないですね。 
 実験だと準備にかなり時間がかりますの、頼んでしまえば楽というか、準備なども必

要なかったり、あとは工具を集める下準備が大変だということですね。うちとしても、

カリキュラムをまとめて、キットというか、実験セットを大きな箱にセットして、そ

れを持ってお伺いできるような感じのパッケージ化を今しています。 
中村 小学校の指導要領とか教科書は中学に比べたら緩いのですか。 
桜井 確かに中学校でもかなり減ってはきている。知識は少なくなってきたりしている。

私たちが行くときには、例えば目盛りの読み方もまず復習してからこうという感じに

なってしまう。事前に確認し、もし読めなければその分必要になるので、４５分のプ

ログラムが４５分じゃ収まらなくなってしまいます。 
中村 今の子供は理科離れというようなイメージといいますか、子供さんたちが来てやっ

ているときに、そんな感覚というのはありますか。 
桜井 まず、来ている子に関しては全く感じないですね。小学校に出向いたりしても、特

に理科が嫌いというような子は少ないです。夏休みとかのサイエンススクールという

のは、募集定員に対して倍以上の申し込みが来るところが大体。 
  今の子の方がそういう機会はすごくふえている。小学校のときはそうですね、ただそ

れが中学校、高校と進んだときに、理科がだんだん苦手になってくるというのは、覚

えるのが増えたり、自分が理解できないと分からない訳です。例えば１個ネックにな

ったら、それがわからないまま次の単元にとなっていってしまい、そこでどんどん嫌

いになって、将来大学に行く、進学とかになるころには、もうみんな理科嫌。実際に

小学生の段階でそんなに理科離れしているかと言われると、多分そこはしていないの
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ではないかなとは思います。 
中村 中学校くらいがある意味では一番重要な時期という感覚になる。 
桜井 中学生、高校。高校とかで、多分選択で物理とか化学とかとるような生徒は少ない

ので、それぐらいまでじゃないですか。 
中村 科学館から見たときに、学校を含めて地域の理科－サイエンスと言ったものとの

コミュニケーションというような活動は何かされているのですか。 
桜井 広報とかその月のイベントの案内はもう送付はしているのと、大体、川崎市内の小

学校で・中学校の皆さんは、東芝科学館が川崎にあるというのは知っていただいてい

るので、学校の先生とかも結構声をかけていただける。この理数大好きが始まったの

で、教育資源として、うちとか東京ガスさんとか東京電力さんとかのチームが出張授

業に行きますから、今ではそのコミュニケーションができるようになってきたという

感じです。それで、今はモデル校の先生とだけを中心に大体やりとりはしている。 
中村 モデル事業の中で、いわゆる東電なり東ガスさんなり、東芝さんのところも含めて

企業サイド側というのはどのぐらい参加されているのですか。 
桜井 今ＫＳＰ、うちと東京ガスさん、東京電力さん、あとは大学なども学生ボランティ

アを出しますよというような、人的な支援なのです。あとはＮＰＯ法人ですね。川崎

市の中に「かわさきアトム工房」という、理科好きな子をふやしたいということで、

実験をやられたりしているところです。 
中村 以前は、そういった企業サイドなり、ＫＳＰが理科教育といいますか、こういうと

ころに参加してくるというのは、特に組織立ってはなかった。 
桜井 もともとは全然なかったです。川崎市の教育委員会の方がお声かけいただいたのと、

そういう動きをしているということ自体、余り知られてなかった。もう来年度で 後

の年になりますが、今後理数大好きが終わっても、別に学校との連携は変わりません

というような関係づくりになる良いきっかけにはなったと思う。 
中村 ものづくりというのは手づくりというイメージがあるのですけれども、実際にこう

いうところで実験をやっているときに、手で触る、あるいは手でつくっていく。 
桜井 近の子は工具を使えないのですね。 
中村 映像などバーチャル的な形での紹介なんかもされていると思うのですが、その辺の

使い分けみたいなものは。 
桜井 ただ、わかりやすく、話ばかりとか文字ばかりよりは、映像で簡単に見て感じて、

何かしらヒントがあるような感じであれば映像でとか。展示物とかでは、例えば動か

ないものとかが本当に動いている様子を絵で見せるというような感じで映像は使って

いきます。原理が特に難しいものは映像にしようとか、はありますけれども、実験教

室の場合は、反対に映像はほとんど少ないです。 
 イベントに参加された方にアンケートをとっていて、「どんなものをやりたいですか」

という項目があるのでそこに書かれていることはもちろん参考にしますね。 近だと、



 249

子供たちがやりたいのはロボットです。お母さんたちが体験させたいというのは、学

校ではできないようなこと。あと身近にあるものを使って何かできるかとか環境とい

うのが、大体今保護者の方からの要望として多いものです。 
学校からの要望としては、例えば開発者の方の話が聞きたいとか言われることはあり

ますね。あとは、なかなかできないのでパソコン解体をしたいとか、そういった御要

望はいただきます。例えばＤＶＤレコーダーを開発された方とか、もちろん東芝の企

業ですからたくさんいますので。でも、そういう方も、普通はお仕事されていますか

ら、スケジュールが合わないとだめとかありますけれども。 
ホームページをごらんいただくと、土曜日の実験教室の様子ということで掲載はして

ある。写真もそこには数枚ずつあわせて掲載しています。 
以上 

 
 
3－2－6 茨城大学 教育学部 技術教育 
 
  茨城大学教育学部で技術教育関連の研究活動を進めて見える、竹野教授、安田教授に

日本の初等中等教育における技術教育の現状と問題点などをお聞きした。 
以下にインタビューでの概要を示す。 

 
日時 ：平成１９年３月１３日 １５時～１７時 

 場所 ：茨城大学 教育学部 （水戸キャンパス） 
 応対者：安田 健一 教授、 竹野 英敏 教授 
 面談者：JRCM 産学金連携センター 研究員：中村 康彦 

 
（要旨） 
・ 日本の技術教育は 7－9 学年（中学校）のみ。先進国が小学校から高校課程まで一貫

して技術教育を実施しているのと大きな差がある。 
・ 原理や理論を教えていくのが理科で、形を作る、実用化－原理を如何に使って形に

していくか－は技術科のメインの領域 
・ 小－中－高校での一貫した技術教育が望ましい 
・ 科学技術教育は、理数教育偏重になっている 
・ 中学での技術教育が、時間数減の影響で、扱いが簡便で設計から組み立て・製品ま

でを経験できる「木材加工」中心に。産業界からは材料加工の教育と認識されてい

ない。特に、鉄鋼、金属系企業で。 
・ 技術科の充実には産業界の強い要請が必要。「理科」に目が行きがち。 
・ 産業界として、高い能力の人材を得るには、裾野を拡げる必要があり、そのために



 250

は小中学生の育成で理科とともに技術の必要性を認識し、行動して欲しい。 

 
（インタビュー内容概要） 
・ 今回の調査におけるアンケート結果の概要を紹介し、調査の方向や趣旨を説明した後

にインタビューに移行した 
竹野 （日本元慶技術教育学会のパンプレットを参照しつつ）日本の学校教育での技術教

育は 7－9 学年（中学校）のみであり、先進国が小学校から高校課程まで一貫して技

術教育を実施しているのと大きな差がある。 理科は元来、実験が前提であったが、

近時、時間数の減少とともに教科書中心の学習になってきた。また、従来、理科教育

においては、科学と技術が相互に作用しあう,push-pull の関係にあったが、近時、サ

ークルの関係に変化している。物理系で、磁石＋コイル＋コーンでスピーカーから音

を出すことを、理科では「ものづくり教育」としているが、原理や理論を教えていく

のが理科で、形を作る、実用化－原理を如何に使って形にしていくか－は技術科のメ

インの領域である。何かを計画して、プランを立て、加工して、修正して、製品にす

る、という課程を経験することが重要。生物―バイオ、農業でもこの考え方は活用で

きる。時間数減から、金属系、木材系でそれぞれ実施してきた組立て加工を、木材加

工のみにせざるを得なくなった。また、男子も家庭科が加わり、中味が薄くなった。 
  技術科が独立した存在でなくなったのが大きく影響。中学の理科の先生の多くはもの

づくりを経験していないので、「ものづくり」は出来ない。理論の割合が増えていく。 
安田 生徒において実生活体験が少ないので、従来とは発想が違ってきている。小さいこ

ろから物を作る習慣が無く、理科の先生も同様にものづくりが出来ない。例えば、小

学生の電気の実験で導線があるが抵抗の観念は教えない。理科のアプローチと技術の

アプローチは違うはずであるが、その点が理解されていない。法則を発見、理解させ

るのが理科。 
中村 理科、技術の時間数減が大きく影響しているとアンケートで多くの意見がある 
竹野 時間数への対応は教える側の工夫が必要。また、小－中－高校での一貫した技術教

育が望ましい。科学技術教育は、理数教育偏重になっている。自然科学重視の意向が

誤ってこの方向に来ている。中学での技術教育の内容が、以前の金属材料、木材等の

材料を扱う内容から、時間数減の影響で、扱いが簡便で設計から組み立て・製品まで

を経験できる「木材加工」にならざるを得なかった。この過程で、材料加工の知識と

経験を得るが、産業界からは材料加工の教育と認識されていない。特に、鉄鋼、金属

系企業で。技術科では、設計から製品までの過程を効率よく進めることを、設計、寸

法計算、機能の想定、図面化、図面通りの組み立て、修正、生産加工、製品の流れの

中で、木材を道具として利用して教えている。「技術」が技術・家庭科として教科に入

っているため、家庭に近いものとの認識が強い。 
 「ものづくり」は応用分野として独立したものとすべきではないか。理科は理論、サ
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イエンスショー的な面があるが、技術は作ることの喜びを体験する場。理科での実験

は結果の形が見えることで満足している部分がある。それはそれで意味があるが、途

中の過程や試行を学ばない面がある。いわゆるプラモデル教育では駄目である 
中村 物が安い、すぐに手に入ることの影響も 
竹野 理屈通り行かないと、組み立てが形にならないと、その時点で物を捨てる傾向が増

えている。失敗したらやり直す経験が小さいときから無い。100 円ショップなど価格

破壊があるが、一生懸命ものづくりをしている産業界の努力が理解できない。作り経

験が無いので、ものづくりの厳しさを理解し、製品に対する敬意、価値を知り得ない。 
 技術科の充実には産業界の強い要請が必要である。金属系、鉄鋼協会などもそうした

動きは見えず、子供たちへの働きかけも少ない。 
中村 技術科が弱くなってきている要因は 
竹野 科学技術振興などというと、産業界の「理科」に目が行きがちである。文部科学省

の幹部も技術教育を受けていない例が多いと思われ、技術教育への認識が薄く、計画

の起案に結びつかないのではないか。私学では技術を学ばない事例が多い。 
中村 技術立国の流れは 
竹野 文部科学省は理数教育重視の傾向にあり、科学技術は次におかれている。 
  理科－ノーベル賞受賞の増大を目標に裾野の拡大を図り、理数の強化につながってい

る。サイエンス派の主張が通っている。応用技術の重要性は産業界が必要だとＰＲす

る役割を担って欲しい。高専以降への働きかけではなく、現在、一般的に中学から工

業高校、高専に希望して行く生徒は少ない。希望校に行けないから、次善の選択とし

てが多い。優秀な子、興味を持った子が工業高校や高専に行くように仕向けたい。但

し、企業はこれらの学校からの人材に学力を期待してなく、人物が良ければとの条件

で選ぶ。 
中村 理系では将来がそれほど期待できないとの声もあるが 
竹野 産業界として、高い能力の人材を得るには、裾野を拡げる必要があり、そのために

は小中学生の育成で理科とともに技術の必要性を認識し、行動して欲しい。ドイツの

マイスター制度のように技術者を待遇する認識の拡大を。子供のときに関心を持たせ

ることが将来への道や選択の拡大になる。例えば、東工大の学生で半田ごてのような

道具を使えない学生が増えている。自分で実験道具が作れない・使えないでは困る 
 中学校教育での技術不要論すら出ている。理数教育偏重でものづくりが出来るのか不

安である。 
                            以上 
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第 4 章 まとめ 
 

4－1 全体概要 

 
 本調査は「ものづくり日本」国民運動の総合的展開に関する調査研究において、今年度

は「学校教育における「ものづくり」教育に資する教材に関する調査」に焦点を当てて、

以下のような構成にて調査研究を実施してきた。 
第１章 「ものづくり」教育事業の概要と現状 

１－１ 概要 

１－２ 国及び地域・団体等の活動の概要 

 １－３ 科学館等による体験学習 

   １－４ 理科実験機器・器具の研究開発 

   １－５ 教材提供の現状の紹介 
第２章 中学校理科教育の現状に関するアンケート調査 

２－１ アンケート調査の狙いと内容 

２－２ アンケートへの回答結果概要 
第３章 有識者委員会及び有識者インタビュー 

３－１ 有識者委員会の概要 

３－２ 有識者へのインタビュー 

 

 これらの調査結果の概要を以下にまとめとして示す。 

 

第１章「ものづくり」教育事業の概要と現状では、まず調査の目的として、 

 

“「ものづくり国民運動」の国民認識の深化を図るための方策として教育面との連動を考

えると、学校教育、大学教育と「ものづくり」との接点を明らかにすることが重要である。

この接点として考えられる以下の４項目の具体的推進方策を明らかにすることは、「もの

づくり国民運動」の効果的推進に不可欠の事項である。 

①学校教育における「ものづくり」教育に資する教材 

②大学等高等教育における社会人による「ものづくり教授」の養成、派遣 

③学生等に「ものづくり」を体験、理解させる「ものづくりインターンシップ」 

④熟年人材を大学の教育研究の支援に派遣する「ものづくり達人」 

 

これらのうち、今回は特に重要と考えられる 

① 学校教育における「ものづくり」教育に資する教材の実態や今後の方向 

について重点的に調査研究を行い、得られた成果を広く公開する。“ 
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に課題を絞り調査研究を進めた。調査の開始にあたり、１－１項において従来の活動の概

況を調査し、調査の方向や具体的な調査内容の絞込みを行った。 

 

1－2 項において、国の施策の概要を俯瞰した。国の科学技術政策の基本的な方針につい

ては、我が国は「科学技術創造立国」を国家戦略として打ち立てた。科学技術基本法を制

定し、その下で科学技術基本計画（以下「基本計画」という。）に基づく総合的施策を強

力に推進してきた。平成８年度から１２年度を期間とする第１期基本計画、そして平成１

３年３月に閣議決定された、第２期基本計画（計画年度：平成１３年度から１７年度）、

それに続く第３期基本計画（平成１８年度から２２年度）は、社会・国民に支持され、成

果を還元する科学技術を目指し、説明責任と戦略性を一層強化していくことが求められる。

その戦略の基本は、質の高い研究を層厚く生み出す人材育成と競争的環境の醸成、科学の

発展と絶えざるイノベーションの創出に向けた戦略的投資及びそれらの成果還元に向けた

制度・運用上の隘路の解消であり、このような多様な政策課題への挑戦が今後５年間の科

学技術の使命である。基本計画はこうした基本認識に基づき、総合科学技術会議の主導の

下、政府全体で着実に実行すべき主要施策を提示するものであるとされた。 

 

 1－2－1 項では、文部科学省が主体的に展開しているものづくり教育関連の活動の事例

を俯瞰した。科学技術・学術関係人材の養成・確保については、例えば、「理数教育の充実 
平成 19 年度新規・拡充施策 「蜂の巣応援団」において、次代を担う人材への理数教育の

充実１９年度新規・拡充施策の中で、「理科が伸びる教材 （理科教材開発・活用支援）」、

「地域の科学舎推進事業」、「理科も安心先生育成」などの事業の一部の事例を示す。 

 

 ・「サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP・サイエンス・パートナーシップ・

プログラム) ―大学、公的研究機関、民間企業等と教育現場との連携の推進―平成

18 年度より独立行政法人科学技術振興機構にて実施 
   ・「科学技術・理科大好きプラン」SPP 連携プログラム・取組事例集 

・「サイエンス・パートナーシップ・プログラムの実施状況」 ・・理科大好きシンポ

ジウム 2005、2004 
・ 理数大好きモデル地域事業 

 スーパーサイエンスハイスクール：科学技術・理科、数学教育を重点的に行う高等

学校を「スーパーサイエンスハイスクール」を指定：（14 年度指定：13 校、15 年

度指定：13 校、16 年度指定：20 校、17 年度指定：22 校）となり計 99 校 
・ 子ども科学技術白書の発行 
・ 「地域教育力の再生」 関連事業 
・ 独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）・・「理科ねっとわーく」 
・ 全日本中学校技術・家庭科研究会 
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 1－2－2 項では、経済産業省が主体的に進めているものづくり教育関連の活動の事例を

見た。経済産業省においては平成１７年１１月に「ものづくり国家戦略ビジョン」（もの

づくり政策懇談会）を策定し、その中で、現場を支えるものづくり人材の育成・強化につ

いて幾つかのプラン（継続も含む）を示した。その主な活動を下記に示す。 

・ ものづくり日本大賞の実施 
・ 産学連携製造中核人材育成事業 
・ キャリア教育の推進 
・ 「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」 

 
1－2－3 項では、学会、大学等で進めているものづくり教育関連の活動の事例を示したが、

全国規模の活動として周知されている規模のものは少ないと言える。 

 
1－3 項では、科学館等において実験や体験コーナーなどにより、理科や技術などものづく

りに関連する分野への関心や興味を誘発する活動の事例を紹介した。科学館や博物館等の

展示場は全国で６５６館あるが、実験や体験などが実施される施設は約 70 館である。 
 代表的な科学館である東芝科学館については、館を訪問し運営での課題や方向性などを

インタビューしたので、第 3 章 ３－２にて紹介する。 

 
1－4 項では、理科実験機器・器具の研究開発の視点から、理科を主体とする中学校理科教

育での実験における機器・器具などの開発に関して、東京学芸大学教育学部 鎌田研究室

において、将来の教員候補である学生が主体となって、生徒たちに易しく理解してもらえ

る実験用機器・器具への工夫に取り組んでいる実験用機器・器具の開発の事例を紹介した。

紹介した事例を示すと、 
・ 3D 周期表の開発・・厚紙でできた平面の周期表と、元素の性質の大きさを棒グラフ

として表した OHP シートを組み合わせることによって、生徒たちが自分たちで周期

表を立体的に表現する教材を作り上げる。 
・ ポンプの働きに注目した心臓模型の開発・・シリコンチューブを用いて教材を試作

し、メカニズムを取り入れた学習を試行 
・ 走光式電流計（PIKOPIKO）・・電流を視覚化することによって、電気の流れを表現す

るモデル （実際の教材として教材メーカーより販売中） 
・ 地球上からの金星の見え方と金星・太陽・地球の位置関係を同時に表現できるペー

パークラフト教材 
・ 方位磁針 
等を示し、理科教材のあり方についての一つの考え方を示した。 
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1－5 項では、国内における教材提供の現状の紹介を主な教材メーカーでの教材例を紹介し

た。その冒頭において、教材選択の考え方について、「日本人が身に付けるべき科学技術の

基礎的素養に関する調査研究 21 世紀の科学技術リテラシー像プロジェクト」での指摘と

して、「社会における科学技術について，人々が共通な基盤で考え，将来の豊かな世界の構

築のために協働していくためには，科学技術についての知識や物の見方を次世代に継承し

て，世代間で共有していく必要がある。 
小学校・中学校・高等学校において，理科，算数・数学，技術を学ぶ目的が問われ始め

ている。児童・生徒は，これらの教科をあまり楽しんではおらず，また，これらの教科と

現実体験との関係も見出せずにいる。我々は，知識が智となっていく過程を重視し，長期

的展望の中で教科を活かしていかなければならない。」との基本的な考え方と一例を示して

いる。 
教材選択の事例として、提供されている教材を３つに大別した。 

＊ 総合的な教材提供 
＊ 特定のテーマについて部品をセットにして提供するもの 
＊ ビデオ映像などソフトを利用したもの 

日常生活から遊離した“ものづくり”だけにしか興味のない研究者や技術者が現在の地

球環境問題を引き起こし、情報社会という人間関係の希薄な無機質な社会を形成した。自

然や家庭という身の回りを再発見することで、何がヒトの幸せにつながるかの視点をもっ

て実験に参加できるような教材、すなわち“ものづくり＝工業”ではなく、地球の隣人と

しての生物全般、市場での流通なども視野に入れた教材選択が必要であろうとの提言を示

している。 
日本理科教育学会が編集した、理科ハンドブック「これからの理科学習を支える教材」

（東洋館出版社）では小学校・中学校学習指導要領を踏まえながら「教材理科」だけでな

く、「選択教科の時間」、「自由研究」、「情報教育」、「環境教育」、「国際理解教育」、さらに

は「総合的な学習の時間」での授業をも視野に入れ、広範な領域にわたって教材選択の考

え方と事例を示している。 
これらに関連する教材の事例をシートにて紹介した。また、教材関連の情報リンク集の

例を記載した。 

 
第２章、中学校理科教育の現状に関するアンケート調査では、中学校の理科・技術教育に

おける実験用を主体とした機器・器具などの教材に関する現状及び各種のものづくり活動

の普及状況などを主体に、全国の中学校に対してアンケート調査の実施内容および結果の

概要を示した。全国の中学校は公立で約 9,500 校、私立で約 620 校あるが、今回の調査で

は公立私立併せて各都道府県において平均的に約半数（4,445 校）を無作為抽出してアン

ケートを送付した。 
アンケートでは、中学校の理科教育を含むカリキュラムの内容は、基本的に学習指導要
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領にしたがって実施されていることを考慮しつつ、理科教育を中心に、一部で技術に関す

る内容も包含しながら、各校の実情を述べて頂くことを主眼に質問を作成した。 
 今回の主眼である「ものづくり」教育に関連して現在推進されている種々の活動に関す

る理科・技術教育担当者の意識調査の面も部分的に加味した。 
アンケートでの質問事項と内容は 2－1－1 項に示す。 

2－2 項にアンケートの回答状況を示す。平成 19 年 2 月末期限の回答総数は 572 通に達

した。各都道府県における回答状況を、表 2－1 に示す。回答における中高一貫校の数は

64 校、内、私立は 57 校である。私立の回答総数は 60 校である。 

平均回答率（対送付数）は 12.9％で公立、私立ともほぼ同様の回答率であった。 
回答率の地域的な傾向では、北海道・東北地区が全般的に高く、次に中国・四国地方の関

心が高い。近畿・九州地区の回答率が予想に反して低い。 
 回答した中学校の学年ごとの生徒数をベースに、学級定員：40 人としてクラス数に  
換算して規模の目安とした。結果を図 2－1,図 2－2、図 2－3 に示す。 
 昨今の少子高齢化の傾向を反映し、１年・２年では、１クラスと２クラスの計が４５％

ほどを占め、４クラス以上の割合は２５％以下である。 

 
 2－2－2 項では、「ものづくり」教育活動等の事業の周知度合いについて質問したが、約

半数が聞いたことが無いとの回答で、こうした事業活動の周知がいきわたっていない傾向

を示している。また、理科大好きスクールの指定校、理科大好きモデル地域事業に参加な

どの 2－3％であることは、全国約１万校に対して 2－300 校程度が選択されていることと

符合する結果である。 

地域科学館連携にて科学館などを見学や体験学習として活用している度合いは、20％強

で、理科教科書や実験などでカバーできない実物や実験を見ることへの教員の配慮が伺え

るが、年 1－3 回程度の回数は少なく、理科教育の中で授業数を割いてまで出かける時間の

少なさを反映している。 
 全国規模のものづくり教育大会等への参加事例として、全日本中学校技術・家庭科研究

会主催の「学びんピック」及び(社)全国木材組合連合会他による「全国中学生ものづくり

競技大会、めざせ！！木工の技」を取り上げたが、周知度は 30－40％と比較的高く、技術

担当教員の関心の高さを示していると言える。 
 地域における体験教室やものづくり教室などへの参加の事例では約 80 校の参加の回答

があった。内容的に「ものづくり」体験とは異なるものもあるが、地域との連携による刺

激や 新の技術などを見せる配慮が示されている。 

 
 2－2－3 項では、理科・技術教育及びものづくり教育の進め方等として、 

・ 「理科」「技術」の教育・実験等の進め方について 
・ ものづくり教育に実施状況について 
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・ 「ものづくり」への関心や興味 
・ ものづくりに対応した教育・教材の内容についての意見や提案（記述） 
・ 「理科離れ」「ものづくり離れ」の要因について（記述） 
についての回答を纏めた。 

 
①「理科・「技術」の教育・実験等の進め方についてでは、現状の教員で間に合っていると

回答があるが、実験準備や実験実施などで補助員などの配置の希望が８０％近くある。

また、地域の企業などの専門家による授業や学校行事への参加は１０％以下と実施数

は少なく、地域で企業や OB などが支援する仕組みがまだうまく機能していない状況

を推測する。一方、企業などの専門家による実験・指導に生徒たちが関心や興味を有

しているとの声も多い。 
②ものづくり教育に実施状況については、「理科･技術教育の内容の学習で手一杯で実験・

体験学習などになかなか時間が取れない」との回答が約 80％近くあり、実験などを通

して原理などを生徒にうまく理解させる方法･手法が難しいとの回答も２０％近くあ

る。実験が理科教育の中で中心的内容では無くなっている事を推測させる。 
③ 「ものづくり」への関心や興味という点では、理科･技術の実験や体験学習で、関心や

興味が向上しているとの回答が半数以上を示すが、ナイフや火を使う実験などは安全

性などで控える傾向も見られる。 

 
④ ものづくりに対応した教育・教材の内容についての意見や提案を記述式にて頂いた。

94 件のコメントが記述されていた。代表的な幾つかのコメントを示す（順不同）。 

・地域でのものづくりに取り組んでおられる方々との連携を強める。（工場はもちろ

ん、個人経営の方、手づくりものづくり作家の方など） 

・日本はものづくりの国、もっとものづくりの時数を増やすべきだと思う。 

・ 近、教科書だけでは理解が難しい。写真や絵や図が多用され、カラーで見ためも

いいが、内容がうすくなっていると思う。 

・理論と実践が組み合わされた素材で、なおかつマニュアル的に製作するのではなく、

個人の試行錯誤の余地のあるもの 

・現場で活用されている「作品」や機械などを、自分たちが学んでいる原理の応用だ

ということを実感できるような場があるといい 

・工場見学等を行いたいが、受け入れてくれるところが少ない。 

・時間が足りないこと（教員にそこまでするゆとりがないことと、授業コマ数が足り

ない）で実施しにくい。 

・企業が行う出前講座の利用 

・総合的な学習の時間の中で職業（製造業）と「ものづくり」を考えさせている 

・「ものづくり」に対して、教具及び材料等十分な予算がなく、実施が限られる 



 258

・コンピュータに比重がかかり、ものづくりに必要な立体想像能力を育成する学習の

時間が減っている。ものづくりの段取り、設計、材料、加工、組立などを考える総

合的な思考力はコンピュータでは育たない。 

 

 ⑤ 「理科離れ」「ものづくり離れ」の要因についても記述式にて自由に意見を記載して

いただいた。記述件数：332 件と約 57%強に皆さんの声を聞くことが出来た。 

   全てを記載できないので、代表的な（多くの意見又は少数意見）を以下に示す。 

  「時間が無い」との記述が多くある。 

  ・現場が多忙、部活、総合、道徳、学活、行事の準備に追われ、理科・技術の教材研

究準備の実時間がとれない。 

     ・生徒が物づくりをするための実質的な時間がとれない。 

  ・理科や技術の授業時間が減らされてきたことが大きな要因である。 

  ・実験・観察の時間が限られ、理論だけになるため興味関心がわかなくなる。 

  ・技術では時間が足りない。 ・備品が不足、または古い 

  ・パソコンにはしる傾向がある。 

  ・時間数が減り、内容が「考えること」から「覚えること」に重点が置かれ、考察す

る楽しみ、解答を求める楽しみが減っている。 

 ・原体験などの減少。ゲームなどで遊ぶ子が増加。 

・授業時数が減り内容も一律削減されたため、学力が低下している。  

・身の回りの機器が進歩し、仕組みがわからなくなっている。 

・技術「ものづくり」→「情報教育（パソコン等の」重視の流れを感じる 

・技術・家庭科の授業時間数が少ない。 

・教員の人数が足りないことと、実験の準備にかける時間が不足 

・教科書の内容が本質的ではない。 

・家庭内での体験不足 

・幼児期からの家庭生活での実体験が非常に少ない。（テレビ、ゲームによる子守り

の弊害） 

・理科は好きと答える生徒は多い。 

・生活体験が自然から遠ざかっている。 

・実験・観察は好きだが、論理的にまとめたり地道にデータをとったり等の作業は嫌

う傾向の生徒多くなっている 

・「ものづくり」はできてませんが、子ども達は実験が大好きです 

・実験や活動には意欲的に参加する生徒が多いが、そこから考えることに抵抗感があ

る生徒が増えてきている。 

・理科離れという教科の離れという意味よりも、考えること、つまり思考する力が低

下している 
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・子どもたちがより手軽でおもしろいＴＶゲームに慣れて、ものづくりの体験が少な

すぎる。 

・生活に物があふれ、工夫や考える機会が少なくなっている。 

・ 近の機器は小型化・高度化・ブラックボックス化しており、ハードに興味を持っ

ても理解ができない 

・理科に勉強が入試の為のものになっており、生活の中に生かされていない 

・入試対策等問題演習に主力が行っている。 

・理科において観察実験には興味はあるが、得られた結果等からの考察から苦手意識

がある。 

・豊かになり、モノを手軽に手に入れられ捨てることのできる世の中 

・ものをつくる必要がない。安いものが簡単に手に入る 

・ものづくりの機会が家庭の中から激減している。 

・子供たちに感動を与えるような実験をやる余裕（時間を含めて）がない。 

・結果のみを重視する世の中の風潮が「過程」を大切にする目を育てられない。 

・作る楽しみを味わった経験が少ない。 

・「理科離れ」や「ものづくり離れ」を感じない。 

・ 

 

２－２－４項の「理科・技術教育における教材について」では、学習指導要領に示された

「理科」及び「技術」での各分野、「物理系」、「電気系」、「化学系」、「自然･エネルギー系」、 

「技術系」について、実験用教材に状況をたずねた。 

・手持ちの教材による実験や体験学習の進め方においてでは、「生徒が数人のグループで実

験・体験できる程度は備わっている」が物理、電気、化学では90%近くであるが、自然

エネルギー系では「手頃なものが無く実験に不便」が半数近くを占めている。 

・手持ちの教材の調達･手当等については、ここ数年同じものを使用しているが大半である

が、学習指導要領や教科書が変わらないことを考慮すれば妥当な回答状況といえる 

 

2－2－5項の「「ものづくり教育」に関する教育現場からの現状や意見など」を自由に記述

して頂いた。ここでも約240件の意見・コメントが示された。 

 2－2－3 項の⑤で示された意見と同様の内容が多いが、主な意見の事例を以下に示す。 

・意見の多い点では、時間が不足（準備、実験、授業）、予算が少ない、人で不足などであ

る。技術・家庭科の時間数減や家庭科と合同ゆえの技術時間の不利さなども多い。 

・技術科の１授業／週では実験などをまともに出来ないとの意見も多い 

・授業数減と並行して教科書の中味や内容も減じており、教育の薄さを指摘する声も多い 

・指導者不足も指摘が多い 

・実験は楽しいとの声も多く、以下にそれを実現できる環境を作るか 
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・地域・企業を巻き込んでの取り組みが必要 

・ものづくりとものを大切にする教育の共存に関する工夫 

・ものづくりをしている企業は今後もオープンであって欲しい。 

・技術科から情報の分野を独立させて、技術の授業はものづくりの領域に専念するべきで

ある。 

・指導要領にものづくりの系統性がなく、また時数が少ないため深化させられず、表面的

なものづくりになってしまっている。 

・生徒はゆとりがあるためほとんどが塾へ行って受験勉強をしている 

・多忙過ぎる。人をふやしてほしい。 

・「ものづくり」という形にこだわらずに、子どもたちが実際に体験をする時間をふやす

こと。 

 

などがあげられている。 

 

第３章 有識者委員会及び有識者インタビューでは、3－1 項に示す有識者委員会は、 

新井 民夫氏（東京大学大学院工学系研究科 教授）、 

鎌田 正裕氏 （東京学芸大学教育学部理科教育学科 助教授）、 

 星川 孝宜氏 （日本商工会議所 中小企業振興部 課長）、 

杉田 州男氏 （（株）日鉄技術情報センター 調査研究第三部 部長）、 

中野 善文氏 （JFE テクノリサーチ（株） 顧問） 

各氏のご参加を得て、平成１９年１月１２日及び平成１９年２月２８日の２回の委員会を

開催し、序章に示す調査計画・内容及び調査の進め方の審議を頂き、助言と承認をいただ

いた。 

3－2 項に示す有識者インタビューでは、中学校の理科・技術教育及び教材という視点か

ら下記の皆様を訪問し各分野での代表的な事例の紹介や本調査に関連する内容についての

ご意見や方向性などについてお伺いした 

・安田健一氏、竹野英敏氏（茨城大学教育学部 教授。技術教育関連の研究を推進され、

日本産業技術教育学会等で活動） 
・鎌田正裕氏 （東京学芸大学教育学部 助教授。研究室において小中学校理科実験用機

器・器具の研究開発を研究生に指導。理科教科書の編纂にも参加） 
・中村久良氏 （中村理科工業(株)社長。小中学校向けの理科・技術等の実験用機器・器

具の開発、製造、販売） 
・丸山敬一氏、八木圭一氏、堀田央氏（啓林館、第四編集部中学校「理科」副編集長：他。 

中学校の理科・技術等の教科書を編纂・発行・販売） 
・宮内卓也氏 （東京学芸大学付属世田谷中学校、理科担当教諭） 
・柴田瑞江氏 （東芝科学館で実験・体験コーナー等を担当） 
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各有識者のご意見は、関与されている分野により異なるが、現状の理科・技術教育及びも

のづくり教育に対して貴重な認識を示していただいた。その主な事項を順不同で示す。 

 
・ 理科で大切なのはやはり、実物だとか現物を見ること 
・ 新のものを現場で見ることは、子供たちの興味や関心を呼ぶ 
・ 指導要領は 10 年間変わらない・・ 新のものというのは学校教育の中には入らない・・

取り入れたときは既に「時代遅れ」の繰り返し 
・ 「理科離れ」以前に「勉強離れ｣の傾向が強い 
・ 理科系に行くことへの損得勘定が見える部分がある 
・ 理科と技術では、理科は第一義的には原理原則とか法則を見出していく。技術の方は、

つくるということが大きな目標。２教科の融合型がものづくりには望ましい 
・ 理科と技術の時間割数が減らされ、特に技術科がかなり減らされて、望む内容の授業

を実施するのは困難 

・ 中学校での理科の内容が減り、高校に先送りしている。電子やイオンを教えていない 
・ 教科書は学習指導要領で一応内容が決まっている。小学校の理科ではもう「ものづく

り」がはっきり明文化され、中学校はそこまできちんとは文言上には出ていない 
・ 生徒指導の方に時間をとられて、十分時間かけてやる時間がとれていない 

・ 生活にリンクするという意識だと、理科と技術はもう少し融合すると良い 

・ 教育の場で５年の変化は早い。教育の継続性を維持しつつ、国として改定の効果を見

ているが、教科書変更による変化のレヴューはないし総括も行われない。 
・ 科学のリテラシー」は何かが今の教育では不明確・・身に付けた知識を実際に社会で

役立てる技能があるかどうかが問われている 
・ 実物で実験する生のよさや面白さは開発のおける重要な視点 
・ 子供は理科離れ・・来ている子に関しては全く感じない。科学館で大きくなっていく、

かなりリピーターの子は多い 
・ 製品開発者の方の話が聞きたいとのの要望 
・ 日本の技術教育は 7－9 学年（中学校）のみ。先進国が小学校から高校課程まで一貫し

て技術教育を実施しているのと大きな差がある 
・ 小－中－高校での一貫した技術教育が望ましい 
・ 科学技術教育は、理数教育偏重になっている 
・ 産業界として、高い能力の人材を得るには、裾野を拡げる必要があり、そのためには

小中学生の育成で理科とともに技術の必要性を認識し、行動して欲しい 

 
などの意見が寄せられた。 

 



 262

4－2 中学校での「ものづくり」教育における産業界からの視点での課題 
 
 「ものづくり日本」国民運動の総合的展開に関する調査研究において、今年度は「学校

教育における「ものづくり」教育に資する教材に関する調査」に焦点を当てて調査研究を

実施した。 
 まず、国の施策においては、科学技術政策の基本的な方針については、我が国は「科学

技術創造立国」を国家戦略として打ち立てた。科学技術基本法を制定し、その下で科学技

術基本計画（以下「基本計画」という。）に基づく総合的施策を強力に推進してきた。平

成８年度から１２年度を期間とする第１期基本計画、そして平成１３年３月に閣議決定さ

れた、第２期基本計画（計画年度：平成１３年度から１７年度）、それに続く第３期基本

計画（平成１８年度から２２年度）は、社会・国民に支持され、成果を還元する科学技術

を目指し、説明責任と戦略性を一層強化していくことが求められる。 

 文部科学省が主体的に展開しているものづくり教育関連の活動の 近の事例では、科学

技術・学術関係人材の養成・確保については、例えば、「理数教育の充実 平成 19 年度新

規・拡充施策 「蜂の巣応援団」」において、次代を担う人材への理数教育の充実１９年度

新規・拡充施策の中で、「理科が伸びる教材 （理科教材開発・活用支援）」、「地域の科学

舎推進事業」、「理科も安心先生育成」などの事業を展開している。 

本調査に関連するこれらの事例としては、「サイエンス・パートナーシップ・プログラ

ム（SPP）」、「科学技術・理科大好きプラン」、「理数大好きモデル地域事業」、「（ＪＳＴ）

「理科ねっとわーく」、全日本中学校技術・家庭科研究会の活動などがある。 
経済産業省においては平成１７年１１月に「ものづくり国家戦略ビジョン」（ものづく

り政策懇談会）を策定し、その中で、現場を支えるものづくり人材の育成・強化について

幾つかのプラン（継続も含む）を示した。本調査に関連する事例としては、「産学連携製造

中核人材育成事業」、「キャリア教育の推進」、「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジ

ェクト」などがある。 
この様な基本的な施策の展開の基に、中学校に焦点を当てて理科・技術教育及びそこで

活用される教材（実験用機器・器具を主体に一部教科書の内容を含む）について、資料に

よる調査とともに、全国の中学校の理科（一部、技術）担当教員へのアンケートによる実

態調査、有識者へのインタビューなどを含めて、現状と課題の調査を実施した。 
その結果の詳細は本文に記述の通りであるが、幾つか浮き彫りにされてきた事項や課題

を以下に記して、本調査の要点と産業界から見た課題の指摘に代えたい。 

 
中学校における理科・技術教育の内容は、他の教科と同様に学習指導要領と教科書の内

容に集約され、学校及び理科・技術担当教員はその規定された範囲に従って指導すること

が義務付けられている。一部、発展的に拡大した内容を加味する裁量の余地はある。 
こうした中、ゆとり教育の実施に伴い、理科・技術の授業数は減少され、それに対応し
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た形で理科・技術の教科書の内容も縮小されてきた。これらの内容は、理科・技術教育に

限れば、実験やものづくり教育の時間の減少と内容の脆弱さとして現れている。例えば、

電子やイオンについて教えることが制限され実験現象の原理的な解説が制限され、多くは

高校の指導に先送りされているなどがあげられている。 
また、理科教育においては、理論を優先して教え、それの活用しての、ものづくり・技

術への展開と結びつかない事例の指摘もあげられている。現在、理数教育の充実が大きな

施策として掲げられており、技術への視点が薄れてきている傾向も見られる。 
「理科離れ」に関しては、生徒たちの実験や体験、 新の技術や製品に対する興味や関

心は薄れておらず、そうした機会をいかに与えていくかが大きな課題であるとの指摘も多

い。地域での企業や専門家による、例えば出前授業や工場見学などは、そうした情報や交

流する場の臨む学校の多いことがわかる。「理科離れ」ではなく「学習離れ」との指摘は昨

今の若年層の傾向や社会的環境ともつながる課題であり深刻な問題である。 
実験などの実施において、生徒の多くに、道具を使い事の生活体験の乏しさや自然との

触れ合いにおける体験の少なさ、など基本的な生活環境の変化に伴う問題の指摘も多い。 
また、１００円ショップに見られるような、多くの製品が非常に安価で容易に入手でき

る環境においては、「ものづくり」の技術や過程、人の関与や苦労などがブラックボックス

化され、基本的な理論や技術の発展などに子供たちの関心が及ばない状況も、理科や技術

への興味を持たない要因でもあるとの指摘も多い。 
技術立国を掲げた施策が展開されているが、中学校での科目では「技術・家庭科」であ

り、どちらを主体的に取り上げるかは指導要領の範囲内でも学校や教員の意識に依存する

部分が生じ、若年層への科学技術の重要性を意識させる動きとしては弱いものを感じる。 
「ものづくり」では、単に技術や技能だけで高い水準が到達できるわけではなく、理論

や原理の正しい理解を基に、その応用発展の過程で技術が生きてくる、その点では「理科」

と「技術」の融合や教育の流れをより進めることが必要との意見は看過すべきではない課

題と思われる。 
日本産業技術教育学会の報告に、世界の主な国での技術教育の実施状況を述べているが、

日本では中学校で技術教育を正規の科目としているが、多くの国では小学校から高校(相
当)の年代で技術教育を実施していると報告している。各国の技術教育の内容の詳細を調べ

比較検討しないといけない部分があるにせよ、この様な差は技術立国を進める上で、若年

層の裾野を広げより理解を深めて総合的な技術力の向上を図るべきではないかとの意見も

看過できない面がある。 

 
さらに多くの意見がアンケート及び有識者のインタビューや委員会で示されたが、本調

査の目的である、産業界の視点での初等中等教育における理科・技術教育での教材を主体

とした課題という面では、上記の意見に多くが含まれていると思われる。 
経済産業省と産業界での人材育成の施策や活動では、例えばインターシップ、産学連携、
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ＯＢ人材活用など、高校、高専、大学などを対象とした展開が多いように思われるが、裾

野の部分である初等中等教育のおける「理科」｢技術｣への認識や理解を増して有能な人材

の育成にも注力すべきではないかと思われる。 
中学校での「理科」「技術｣の授業数の増加や内容の充実、実験やものづくり体験の充実

など、産業界からの大いなる後押しを期待する声の大きい。 

 
本調査の実施計画において、「ものづくり教材の今後の方向をまとめ、指針を作成する」

ことを目的の一つとしたが、調査を進める過程で、本文に示したごとく、「中学校の理科・

技術教育の大筋は、学習指導要領及び教科書において規定されており、内容の変更や新規

の追加などの改定は５－１０年間隔で実施される指導要領や教科書の改訂が必要」との実

態が明確となった。すなわち、本調査結果に基づく指針や方向性の答申は、現実的には具

体化される道筋が非常に困難な状況にあることが判明した。 
本調査結果において、現状調査及びアンケートや有識者等から示された、中学校を主体

とする「理科・技術教育」の現状及び今後の方向に対する意見や希望の主な事項から、産

業界が主張すべきと考えられる事項あるいは具体的行動を進めることが望まれる事項を再

掲して、指針や方向性に代える。 

 
〇 世界の先進国において、技術教育は小－中－高学年で一貫して実施されているが、日

本では中学の３年間のみで正規の授業がされている。この格差を改善すべく、制度改

革への提言等とともに技術教育・現場との交流などの機会の増大を図る。 
〇 中学校では、「理科」、「技術・家庭科」の授業構成となっており、理科では理数偏重、

理論重視の方向にあり、「技術立国」の方針に沿った具体的な教育内容の充実、ものづ

くり＝技術からの乖離の是正などについての行動が求められる。 
〇 安価で容易に物が入手できる環境の中で、物の大切さを感じ、ものづくり技術のすご

さを理解させる教育環境の整備が求められる 
〇 ゆとり教育により、「理科」「技術」の授業数の減少、それに伴う教科書内容の低下、

授業内容の低下など、中学校での理科・技術教育の問題の解決が急がれる 
〇 もっとも重要であるが最も困難な状況が、「生活体験の不足」「生活の中での道具の活

用経験の不足」「自然での体験不足」など現代社会が抱える生活環境の変化の中で、地

域の企業や施設との交流や出前授業などは多くの学校・生徒・教員が望んでおり、そ

うした機会のセッティングや時間の割り振りなどの配慮が必要となる。 
〇 「科学のリテラシー」は何かが理科・技術教育においても具体的な方向性を問われて

いる。 

 
                                 以上 
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添付資料―１：実験、体験コーナー等を有する科学館の事例 

 

体験型や市民参加型の実験やセミナーなどを開催している科学館 
  

 中学生までを対象に含む、体験型や市民参加型の実験やセミナーなどを開催している 
 科学館を主体に約７０館の概要を紹介する。 
  紹介内容及び文章などは、平成 19 年 1 月時点での各科学館のホームページより抜粋

し、JST 編纂：日本の科学館めぐりを参照し、若干の編集を行っている。 

 
１． 旭川市科学館（サイパル） 

ASAHIKAWA SCIENCE CENTER 

住所 〒078-8329 北海道旭川市宮前通東  

電話番号 0166-31-3186  

Ｆａｘ 0166-31-3310  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kagakukan/index.html  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療/ エネルギー/ 環境/ 

先端科学  

  

ポイント 常設展示室では，主な科学原理を体験的に学習できる展示機器類を，「北

国」「地球」「宇宙」の３つのコーナーで，常時展示している。 

展示のコンセプトは「ふしぎからはじまる＜科学＞との出会い」。 

展示機器の中でも，ミックッスド・リアリティの技術を応用した「北国

の動物はなぜ大きい」やモーション・キャプチャーの手法を導入した「人

類の進化」，ファイバースコープを使用した「虫の目から見た自然」など

は，全国でも初めての展示。 

また，２５０インチの大型スクリーンで立体映像が楽しめるサイエンス

シアター，マイナス３０度の環境で実験を行う低温実験室など設備があ

る。 

イベント概要 イベント名）  サイエンスワークショップ  

内容） 簡単な科学実験や工作などのワークショップを日曜日に館内

のさまざまなスペースを活用して開催。 

インタラクティブ性を持たせた「実験タイム」と「工作タイム」

の２本立てで科学にふれている。 
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２ 北海道大学総合博物館（北大総博，HUM）  

The Hokkaido University Museum 

住所 〒060-0810 北海道札幌市北区北１０条西８丁目  

電話番号 011-706-2658  

Ｆａｘ 011-706-4029  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.museum.hokudai.ac.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療/ 工学・産業技術  

ポイント 北大総合博物館には恐竜や昆虫、植物や岩石、人類など様々な分野の研究

者や学生が所属しており、展示やセミナー、シンポジウムなどの運営にたずさ

わっている。歴史ある理学部の建物を利用した 3 階建ての館内に、昆虫から

恐竜まで幅広い展示を行っている。 

また北大の理系・文系の様々な分野の研究者による市民セミナーを月２回行

っており、市民はここで気軽に研究者の頭脳と触れ合うことができる。 

イベント概要  

 
３． 青森県立三沢航空科学館  

MISAWA AVIATION & SCIENCE MUSEUM, AOMORI 

住所 〒033-0022 青森県三沢市大字三沢字北山１５８  

電話番号 0176-50-7777  

Ｆａｘ 0176-50-7559  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.kokukagaku.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 交通・乗り物  

ポイント 館内は、「航空ゾーン」と「科学ゾーン」の二つのゾーンがある。 

「航空ゾーン」は、青森県に関わりのある航空機・航空史を紹介する等航空博

物館としてのゾーン。 

「科学ゾーン」は、参加体験型の科学展示等科学館としてのゾーンで、アクテ

ィブフィールド、テクノワールド、ディスカバリーランド、科学実験工房で構成さ

れている。 

イベント概要 （イベント名）  ワークショップ  

（イベント内容） 休日（土・日・祝日など）限定プログラムとして「ワ

ークショップ」を開催している。 

これは、定期的にテーマを変えて行う、簡単な工作教室。  
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４． 田中舘愛橘記念科学館  

TANAKADATE KINEN KAGAKUKAN 

住所 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡５５  

電話番号 0195-25-5411  

Ｆａｘ 0195-23-3548  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.civic.ninohe.iwate.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ エネルギー/ 先端科学  

ポイント 「郷土の先人に学ぶ科学工房」をコンセプトにした、先端科学技術体験センタ

ー。 二戸市出身の物理学者である故田中舘愛橘博士の業績をテーマとした

「田中舘愛橘博士記念工房」、先端実験機器類を使ったサイエンスショーを見

て感じて体験できる「科学実験体験工房」、来館者が科学実験・工作プログラ

ムを選択して自由に実験や工作ができる「自由工房」の３つのゾーンから構成

されている。 

イベント概要 （イベント名）  自由工房  

（イベント内容） “？から！へ”自由工房で Let's サイエンス！ 

自由工房は子どもから大人まで、また親子でも楽しむことのでき

る実験・工作コーナー 

「地域自律・

民間活用型キ

ャリア教育プ

ロジェクト」 

「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」 

 
５． 仙台市科学館  

Sendai Science Museum 

住所 〒981-0903 宮城県仙台市青葉区台原森林公園４－１  

電話番号 022-276-2201（代）  

Ｆａｘ 022-276-2204  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 恐竜・生物学/ 環境/ 先端科学  

  
ポイント 植物や化石の自然観察会，ロボット製作のロボット工作教室や市内の市民セ

ンターと共催し身近な科学教室等を開催 

イベント概要 （イベント名）  チャレンジ・ラボ  

イベント内容）  3 階生活系チャレンジ・ラボでは、誰でも楽しめる簡
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単な実験や工作を体験できる。 
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６． 自然科学学習館  

Natural Science Learning Center 

住所 〒010-8506 秋田県秋田市東通仲町４番１号  

電話番号 018-887-5330  

Ｆａｘ 018-887-5331  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.alve.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 生命・医療/ エネルギー  

  
ポイント 市民に対して，「生物」「自然」「宇宙」をテーマに，身の回りの様々な事象に関

する科学的な見方を広げ，「不思議」と「驚き」を発見し，解明する力を養うこと

ができるテーマ展示やワークショップ，自由参加型体験学習を展開している。 

学校と連携し，市内の小学３年生と中学２年生を対象に科学工作や理科実験

を行っている。 大学生を中心としたサイエンスサポーター（ボランティア）活動

を推進している。 

イベント概要 イベント名） マンスリーサイエンスパッケージ 科学つめあわせ便  

 第二土曜日、テーマに合わせた科学実験とものづくり体験を提供。 

  

 
７． フェライト子ども科学館  

Children's Ferrite & Science Museum 

住所 〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字宝田４－１  

電話番号 0184-32-3150  

Ｆａｘ 0184-32-3153  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.ferrite.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 工学・産業技術/ 交通・乗り物/ 先端科学  

  
ポイント 科学といっても、むずかしく考えたり、しりごみしたりする必要はありません。

「不思議だな」と思う素朴な好奇心や興味が科学へのはじめの一歩です。 

フェライト子供科学館には、飛んだり、跳ねたり、五感をフルに動かしてチャレ

ンジする展示がたくさんあります。熱中して大いに遊んで楽しんでください。そ

のなかから、科学する心がフツフツと芽生えてくる、そんなしかけのある展示

をたくさん用意しています。 

イベント概要  
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８． ムシテックワールド（ふくしま森の科学体験センター） 

住所 〒962-0728 福島県須賀川市虹の台１００  

電話番号 0248-89-1120  

Ｆａｘ 0248-89-1121  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.mushitec-fukushima.gr.jp/  

館分野 恐竜・生物学/ 生命・医療  

  
ポイント • 「科学の原理を学ぶ」「地球環境への理解を深める」「先端科学技術への

関心を喚起する」の３つの基本テーマとし、また福島の豊かで美しい自然

から未来を探り出すことの出来るテーマとして、昆虫関連の実験プログラ

ムや屋外フィールド（ビオトープ、森林公園など）利用した学習プログラム

による楽しく科学する事ができる施設。 

• サイエンスステージ・・・正面にステージと２００インチのスクリーンがあり、

科学に関する ライブがあり、各種の実験ショーが行われる。 

• 科学実験教室、なぜなにルーム・・・スタッフの指導で科学者気分を味わ

える実験室。 

科学情報センター・・・パソコン２０台を備え昆虫に関する独自のソフトを用意

し、当施設のテーマである先端科学技術と昆虫の係わりを楽しく学ぶ事がで

きる。 

イベント概要 （イベント名） 実験ラボ  

イベント内容） 様々な実験・観察を楽しむことができる。 

  

 
９． 大洗わくわく科学館  

Oarai Children's Science Museum 

住所 〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央１２番地 

電話番号 029-267-8989 

Ｆａｘ 029-267-7782 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.jaea.go.jp/09/wakuwaku/ 

館分野 地球・宇宙／エネルギー 

  
ポイント 原子力を科学全般の一分野と捉え、各分野における科学の現象や原理が、

原子力の本質や役割などへどのような繋がりをもっているかを分かり易
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く導いており、実際に触れて体験する主旨に則り、展示物を構成してい

る。 

例えば、「海はなぜ青い」の展示物は”光の性質”から放射線についての解

説がなされています。科学館にはこの他「海」に関連した展示物が２２

ある。 

イベント概要 月第２土・日曜日にはパソコン教室、工作教室、第４日曜日には実験教

室を開催しています。その他、子どもの日、夏休み、原子力の日、クリ

スマス等には特別イベントも開催 

  

 
１０． 日本原子力研究開発機構 

アトムワールド（東海展示館）  

JNC Tokai Exhibition Hall Atom World 

住所 〒319-1194 茨城県那珂郡東海村村松４－３３ 

電話番号 029-282-2256 

Ｆａｘ 029-287-2763 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.jaea.go.jp/04/xtokai/index.html 

館分野   地球・宇宙/ エネルギー/ 先端科学  

  
ポイント サイクル館では、もんじゅ炉心の実物大の模型、再処理工程のパネル、

実寸大の燃料集合体とプルトニウム燃料の製造工程（パネルと映像）、放

射性廃棄物の地層処分の仕組みについての模型とパネルなど、ファミリ

ー館では、東海村の歴史を紹介したコミュニティギャラリー、来館者が

自分のＩＤカードを作るシステム、ゲームで使ったエネルギーが分るジ

ャンピングマシーン、ランニングマシーン、腕相撲マシーンなどがある 

イベント概要 （イベント名） 科学実験教室  

   1 月 27 日 太陽風車をつくろう
 

  

 
11． 日立シビックセンター科学館  

Hitachi Civic Center Science Station 

住所 〒317-0073 茨城県日立市幸町１－２１－１  

電話番号 0294-24-7731  

Ｆａｘ 0294-24-7975  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.civic.jp/science/index.html  
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館分野   基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 先端科学  

  
ポイント 全国のサイエンスショー（科学実験ショー）の演示者が情報交換を行う

“サイエンスショーフェスティバル”の実施。 

イベント概要 （イベント名） たのしくつくろう！工作コーナー  

・ 身近な材料で、カンタン＆オモシロ工作をどうぞ！ 

メニューは月替わりです 

（イベント名）こども科学教室  

  ・学校ではできない実験工作を楽しみましょう！ 
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12． 栃木県子ども総合科学館  

Tochigi Science Museum 

住所 〒321-0151 栃木県宇都宮市西川田町５６７  

電話番号 028-659-5555  

Ｆａｘ 028-659-5353  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.tsm.utsunomiya.tochigi.jp/  

館分野   
基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 生命・医療/ 交通・乗り物/ エネルギー/ 先

端科学 

  
ポイント • 科学の普及啓発施設と児童厚生施設の機能を持つ総合施設  

• 参加・体験型の常設展示，プラネタリウム，天文台などの施設の充

実と企画展，作品展，各種教室等の催しを実施  

イベント概要 イベント名） バラエティーサイエンス  

  ・第４土・日曜、日２回、開催。 

  

 
13． 高崎市少年科学館  

Takasaki Youth Science Center 

住所 〒370-0065 群馬県高崎市末広町２３番地１  

電話番号 027-321-0323  

Ｆａｘ 027-325-0937  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.t-kagakukan.or.jp/  

館分野   基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ エネルギー 

  

ポイント  
イベント概要 イベント名） 科学工作教室  

・「木工でアイビーパズルを作る」 

組合せの工夫で何通りにもできるアイビーパズルを作る 

・ 「音の出る宝石箱を作る」 

メロディーIC を使って仕組みを考え、宝石箱を作る 

・ 「ポーターロボットを作る」 

お茶運び人形の新感覚ロボットを作る 

・ 「サイエンスレンジャーによるおもしろ実験工房」 
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   「磁石で作ろう！磁石で遊ぼう！」 

   「縮む！ふくらむ！空気のパワー！」 

   「ヌードエッグとミイラエッグ」 
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14． 川口市立科学館 （サイエンスワールド）  

Kawaguchi Science Museum 

住所 〒333-0844 埼玉県川口市上青木３－１２－１８  

電話番号 048-262-8431  

Ｆａｘ 048-262-8481  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.kawaguchi.science.museum/  

館分野   基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 生命・医療  

  
ポイント 川口市立科学館 サイエンスワールドは、平成１５年５月３日（祝）にオープン

した、子どもから大人まで楽しめる参加体験型の科学館です。 

当館は、科学展示・プラネタリウム・天文台の３施設から構成され、相互にネ

ットワークによる情報のやりとりが可能になっています。 

毎月さまざまなテーマのサイエンスショーや科学体験教室、プラネタリウム一

般投影や天文台の開放など、楽しいもよおしがたくさんあります。  

 
イベント概要 イベント名） サイエンスショー （ 開催期間） 日・祝日  

・ こどもも大人も楽しめる科学実験の実演で、テーマに従って科

学の色々な分野を紹介 

イベント名） 科学体験教室    （開催期間） 土曜日  

・ ブーメランづくりなど誰でも参加できる簡単な工作など 

イベント名） ワークショップ   （開催期間） 日・祝日 

  ・かざぐるまや望遠鏡など、いろいろな道具をじっくりと製作 

  

 
15． 越谷市立児童館ヒマワリ  

HIMAWARI Scientific Museum for Children 

住所 〒343-0842 埼玉県越谷市蒲生旭町１１－３５  

電話番号 0489-86-3715  

Ｆａｘ 0489-88-3330  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www2.city.koshigaya.saitama.jp/welcome.htm  

館分野   生命・医療/ エネルギー/ 環境/ 動物園・水族館・植物園  

  
ポイント 「生物と環境」をテーマとし，バイオ教室，科学教室，パソコン教室，

昆虫展，映画，電子顕微鏡映像紹介などを実施。学校教育との連携を図
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り，授業研究会，研修会，市内科学振興展覧会等の開催，学校団体利用

時の支援を行う。生物クラブ，ヒマワリくらぶ，パソコンクラブ，こど

もエコクラブなどのクラブ活動も実施。 

イベント概要 イベント名） ミクロの世界を観る～電子顕微鏡の世界～  

（開催期間） 土・日・祝日、学休期間  

・ 走査電子顕微鏡を使って、小さな物の世界を観るこ 

イベント名） サンデーサイエンス～身近なもので科学しよう～ 

  ・身近な生き物・植物の観察、興味深い実験などを体験 

  

 
16． 越谷市科学技術体験センター  （ミラクル）  

Koshigaya Science and Technology Museum 

住所 〒343-0851 埼玉県越谷市七左町２－２０５－２  

電話番号 048-961-7171  

Ｆａｘ 048-961-7181  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.miracle.city.koshigaya.saitama.jp/  

館分野   基礎自然科学  

  
ポイント 楽しみながら科学に親しめる参加体験型施設。月面歩行を疑似体験でき

る「ムーンウォーカー」、大きなシャボンの中に入れる「ジャンボ・シャボン」

などの体験装置がある  

また、実験教室・工作教室・サイエンスショーを開催しており、これらの参

加体験を通し、科学の原点に触れることで来館者それぞれが「自分」の科

学を始めることができる  

イベント概要 イベント名） サイエンスショー   （開催期間） 毎日  

・ 科学実験を利用した不思議なショー 

イベント名） 科学実験体験・科学工作体験  

（開催期間） 通年  

  ・小学校４年生以上を対象にした楽しい実験や工作の体験教室 

  

 
17． 千葉県立現代産業科学館  

CHIBA MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTRY 

住所 〒272-0015 千葉県市川市鬼高１－１－３  



 277

電話番号 047-379-2005  

Ｆａｘ 047-379-2221  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.chiba-muse.or.jp/SCIENCE/index.html  

館分野   
基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 生命・医療/ 工学・産業技術/ エネルギー/ 環

境/ 先端科学  

  
ポイント 館の展示は、産業に応用された科学技術を全体テーマとして、「現代産業

の歴史」「先端技術への招待」「創造の広場」の３つの部門で構成。 

また、液体窒素を使った冷凍実験や雷放電等の各種の実験をタイムスケ

ジュールに則って日々上演。 

イベント概要 イベント名）  地域子ども教室  

1 月 14 日、28 日 日 和凧をつくろう 

2 月 11 日、25 日 日 ライト・プレーンをつくろう 

3 月 4 日、18 日 日 スライムをつくろう 
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18． 板橋区立教育科学館  

Itabashi Science and Educational Hall 

住所 〒174-0071 東京都板橋区常盤台４－１４－１  

電話番号 03-3559-6561  

Ｆａｘ 03-3559-6000  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.ita.ed.jp/edu/kagaku/  

館分野   基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 交通・乗り物  

  
ポイント • 職員のオリジナル番組のプラネタリウム投影やプラネタリウム生演奏コン

サート実施  

• 科学教室，講演会，企画展の実施，学校教育・社会教育の充実に貢献す

ることを目的としている  

イベント概要 （イベント名） 科学教室  

・「ピンホールカメラで写真を撮ってみよう！」２月１０日（土） 

（イベント名） 創作教室  

・ 「手のレプリカを作ろう」 ２月４日（日） 

（イベント名） 巡回展「科学遊園」  

  ・エネルギーと遊ぶ”科学のスポーツ広場” 

  

 
19． 科学技術館  

Science Museum, Tokyo 

住所 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園２－１  

電話番号 03-3212-8544（代）  

Ｆａｘ 03-3212-8540（代）  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.jsf.or.jp/  

館分野   
地球・宇宙/ 生命・医療/ 工学・産業技術/ 交通・乗り物/ エネルギー/ 先

端科学  

  
ポイント • 設展示は，参加体験型が多く“見る・触る・遊ぶ”の中から自然と科学技術

に興味が持てるように構成されている  

• 教育普及事業として「サイエンス友の会」では，各種教室，自然観察会な

どの行事を実施の他，学芸員への実務実習指導・情報交換・調査活動
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など科学技術の普及に寄与している  

イベント概要 （イベント名） ワークショップ    （開催期間） 通年  

・ 実験ショーや実験工作教室に参加 

（イベント名） 日本ＩＢＭ TryScience 実験教室 毎月１回 

（イベント名）：「夢・化学－２１」土曜実験教室 

・ 「ほかほかカイロの秘密（ほかほかカイロをつくろう）」 

・ 「汚れはこうして落ちる」 

・ 「光る樹脂バッチをつくろう」 

 
20． (財）紙の博物館  

Paper Museum 

住所 〒114-0002 東京都北区王子１－１－３  

電話番号 03-3916-2320  

Ｆａｘ 03-5907-7511  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.papermuseum.jp/  

館分野   基礎自然科学/ エネルギー/ 環境  

  
ポイント • 紙専門の博物館として、紙の歴史、製造工程、加工品、和紙工芸品等を

展示。  

• １-２ヶ月ごとに企画展をおこない、通常展示されない資料をテーマ展示す

る.  

• 図書室には約８０００点の紙関係資料を収蔵している。  

• 毎週土曜日曜の午後に牛乳パックリサイクル紙漉き教室が行われている

ほか、月に１度は紙工芸を中心とした講習会を開催している。  

イベント概要 （イベント名） 手作りはがき教室   （開催期間）土・日曜日  

  ・牛乳パックのリサイクル紙を作ってみませんか 

  

 
21． 国立科学博物館  

National Science Museum 

住所 〒110-8718 東京都台東区上野公園７－２０  

電話番号 03-3822-0111（代）  

Ｆａｘ 03-5814-9897（代）  
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.kahaku.go.jp/  

館分野   基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 動物園・水族館・植物園  

  
ポイント 1. 展示活動 常設展，特別展，特別企画展，企画展等の実施  

2. 研究活動 自然史・理工学研究の実施  

3. 教育普及活動等・青少年，家族，一般成人を対象とした科学に関する学

習機会の提供・指導者等の資質の向上を図る研修事業の実施・教育ボ

ランティア制度の実施  

イベント概要 （イベント名） 教育ボランティア土曜特別企画 （開催期間）土曜日  

（イベント名） 研究者によるディスカバリートーク  土・日・祝日  

・ 来館される方々と研究者・ボランティアとの対話 

（イベント名） 2007 新春サイエンススクエア  

・ 技術の達人によるものづくり教室 

・ サイコロ万華鏡を作ろう 

・ ためしてみよう 科学のふしぎ 

・ モビールを作ろう 

 
22． ＴＥＰＩＡ（機械産業記念館）  

THE MACHINE INDUSTRY MEMORIAL FOUNDATION 

住所 〒107-0061 東京都港区北青山２－８－４４  

電話番号 03-5474-6111（代）  

Ｆａｘ 03-5474-6112  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.tepia.jp/  

館分野   工学・産業技術/ 交通・乗り物/ 環境/ 先端科学  

  
ポイント テーマ展示等を通して機械情報産業関連分野の先端技術を分かりやすく

世の中に紹介し，また国際交流を通じて，機械産業の発展に寄与するこ

とを目的としたハイテクパビリオン 

イベント概要 （イベント名） TEPIA 第 19 回展示「ちえものづくり展～社会を豊かに

する 先端技術～」（開催期間） ～平成１９年７月２０日 

PartII 「社会を支える ちえものづくり」

PartIII 「未来を創る ちえものづくり」
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23． 電力館  

TEPCO Electric Energy Museum 

住所 〒150-0041 東京都渋谷区神南１－１２－１０  

電話番号 03-3477-1191（代）  

Ｆａｘ 03-3477-1399  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.denryokukan.com/  

館分野   エネルギー/ 環境  

  
ポイント 火力・水力・原子力発電など発電の仕組みから配電までの様子を、模型

などを使ってわかりやすく解説している。その他、ＩＨクッキングヒー

ターやエコキュートなどオール電化に関する様々な展示をしている。著

名人を招いての講演会やセミナーをはじめ、土日祝日には子ども向けの

科学実験も開催している。 

イベント概要 第８６２回科学ゼミナール「宇宙・物質・生命の起源を求めて」 

第８６３回科学ゼミナール「高分子とは ～分子運動の本質を探る～」  

第８６４回科学ゼミナール「生命惑星学へ ～相次ぐ太陽系外の惑星の

発見～」 

第８６５回科学ゼミナール「免疫の不思議」 
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24． 東京大学総合研究博物館 小石川分館  

The University Museum,The University of Tokyo,Koishikawa Annex 

住所 〒112-0001 東京都文京区白山３－７－１  

電話番号 03-5777-8600  

Ｆａｘ 03-5842-8328  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.um.u-tokyo.ac.jp/annex/  

館分野   
基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療/ 交通・乗り物/ 先

端科学/  

  
ポイント 小石川分館は、初等中等教育を含む各種の学校建築を学内各分野の標

本・器材と共に、総体的な教育研究活動の物的基盤、あるいは教育研究

活動をとりまく物的環境の主要な構成要素と捉え、両者を組合わせた各

種の展示構成を試みるものです。 

イベント概要 （イベント名） 驚異の部屋――The Chambers of Curiosities  

 

  

 
25． 未来科学技術情報館  

Museum of Future Science and Technology 

住所 
〒163-0401 東京都新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビルディング１

階  

電話番号 03-3340-1821  

Ｆａｘ 03-3340-3795  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.miraikan.gr.jp/  

館分野   エネルギー  

  
ポイント 1. 資料の提供 

1. 原子力委員会及び原子力安全委員会の審議資料等、両委員会関係  

資料。 

2. 文部科学省や関連法人などが作成したパンフレット。 

3. 科学技術関連ビデオの視聴及び貸出。  

2. 体験型展示物の設置  

イベント概要 イベントの開催 
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主な催事：キラりん実験教室、かんたん工作教室、ちょこっとサイエン

ス、水曜工作、金曜コンサート 

  

 



 284

 
26． リスーピア  

RiSuPia 

住所 〒135-0063 東京都江東区有明２－５－１８  

電話番号 03-3599-2600  

Ｆａｘ 03-3529-0009  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://risupia.panasonic.co.jp/  

館分野   基礎自然科学/ 工学・産業技術/ エネルギー/ 先端科学  

  
ポイント 「リスーピア」は「展示」と「ワークショップ」の大きく二つからなる。 

「展示」の部分では子どもたちに疑問を投げかけ考えてもらえるような、

身近で親しみやすい体験型の「原理モデル展示」や、映像・音響・照明

などを駆使した空間演出により、子どもたちの五感に訴えかける「体感

型展示」を行います。また、展示の「驚き」をきっかけに、館内の PDA

システムで理科や数学（算数）の原理・法則を「知り」「学ぶ」ことがで

き、さらに、学校や自宅では新施設のホームページにアクセスすること

で、子どもたちが主体的にもっと「知り」もっと｢学ぶ｣ことのできる仕

組みをあわせて構築します。「ワークショップ」の部分では、参加者の規

模に応じたスタイルで、講師から直接ポイントを学びながら実験・工作

ができるなど、目的別に開催 

イベント概要  

  

 
27． 神奈川県立２１世紀の森 

住所 〒250-0131 神奈川県南足柄市内山２８７０－５  

電話番号 0465-72-0404  

Ｆａｘ 0465-72-2882  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://k-mask.jp/21/  

館分野   恐竜・生物学/ 工学・産業技術  

  
ポイント ・ 展示室─森林・林業に関わる様々なものを、ジオラマ、写真、道

具などで展示  

・ 森の教室の開催─親と子がふれあいながら、森林・林業について体験学

習する教室（親子木工教室、親子自然教室など）  
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・ 研修室─研修に必要なビデオテレビやソフトなどを設置 

木材工芸センター─木の良さと工作の楽しさを味わい体験して戴く木工体験

施設  

イベント概要 （イベント名） 手作りクラフト：「万華鏡」平成 19 年 3 月 10 日 

（イベント名） 親子木工教室 ：「テーブル」、「糸ノコ細工（ジグソー

パズル等）」、「時計」 
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28． 環境エネルギー館（Wonder Ship）  

The Energy & Earth Exploratorium 

住所 〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町１－７－７  

電話番号 045-505-5700  

Ｆａｘ 045-505-5709  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.wondership.com/  

館分野   エネルギー/ 環境  

  
ポイント 1. 環境教育で最も重要といわれている体験型展示 

2. 来館者が環境に興味を持ってもらう為のスタッフ（インタープリター）配置 

イベント概要 （イベント名） ワークショップ （開催： 土曜日・日曜日・祝日 

・ 環境エネルギー館オリジナルの工作や実験を楽しみながら、い

ろいろな環境問題を探ってみよう。 

「ペレットさんの大変身！」 

「キレイ！さっぱり！…洗ったあとは？」 

「うんち工場の秘密」 

 
29． 東芝科学館  

Toshiba Science Institute 

住所 〒212-8582 神奈川県川崎市幸区小向東芝町１  

電話番号 044-549-2200  

Ｆａｘ 044-520-1500  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://kagakukan.toshiba.co.jp/index_j.html  

館分野   地球・宇宙/ 交通・乗り物/ エネルギー/ 環境/ 先端科学  

  
ポイント • 情報通信、エネルギー、環境、電気・電子に関する先端技術と展示  

• 女性ガイドによる英語での案内  

• 小中学生に対するイベントの実施：“わくわく実験ショー”“ガリレオ工房によ

る科学実験教室”他  

• 地域成人に対する講座の実施：“パソコン教室”  

イベント概要 （イベント名） アトム工房科学実験教室 （開催：第１土曜日  

  ・「紙工作と鏡の実験」 「ミクロの世界をのぞこう」 
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「ビー玉でおもちゃ」  

（イベント名） ＧＥＭＳ探検隊 （開催：第３土曜日  

・ アメリカで開発された方法で、実験をしながら、子供さんが自

分で予測・発見・体験しながら考える力をアップして、科学の

なぞを探検する教室 

（イベント名） ガリレオ工房科学実験教室 （開催：第４土曜日 

・ 小学校高学年を対象にした実験と工作をとおして、科学のおも

しろさとふしぎを体験できる教室 

 
30． 特定非営利活動法人 発見工房クリエイト科学館  

Scientific Discovery Room with Innovative Equipment(NPO) 

住所 〒215-0035  神奈川県川崎市麻生区黒川２７６  

電話番号 044-981-1892  

Ｆａｘ 044-981-1892  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.infopia.net/create/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ エネルギー  

  
ポイント 発見工房クリエイトは特定非営利活動法人です。 科学の本貭的な重要な概

念を、遊具の形で表現し、子供達が身体ごと遊びながら科学の不思議に惹か

れ科学のとりことなってゆくような”科学遊具”を独自に開発設置している。 そ

の主なものは、メビウスの帯のうんてい、クラインの壺の城、回転ステージコリ

オリとフーコー振り子、共振ブランコ、双曲放物面のすべり台、等、屋内にはこ

れらの原理を理解するための展示物その他がある。  

 
イベント概要  

  

 
31． 三菱みなとみらい技術館  

Mitsubishi Minatomirai Industrial Museum 

住所 
〒220-8401 

神奈川県横浜市西区みなとみらい３－３－１ 三菱重工横浜ビル  

電話番号 045-224-9031  

Ｆａｘ 045-224-9902  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.mhi.co.jp/museum/  

館分野 地球・宇宙/ 工学・産業技術/ 交通・乗り物/ エネルギー/ 環境  
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ポイント 環境・宇宙・海洋・交通・輸送・エネルギー・身近な技術の知恵と工夫

の６つのゾーンに分かれており，純国産ロケットＨ‐Ⅱ・Ｈ‐ⅡＡのメ

インエンジンＬＥ‐７・ＬＥ７‐Ａの実物や，世界で も深く潜ること

のできる深海潜水調査船「しんかい６５００」の１／２精密断面模型な

ど，実物，模型，パネル，ビデオ、３Ｄシアター及びパソコンのＱ＆Ａ

などで 先端の技術を紹介。その他，ヘリコプターのシミュレーターや

コンピューターによる船と飛行機の設計など，技術を楽しみながら体験

できる展示となっている。 

イベント概要 （イベント名） 科学市場 （開催期間）～平成１９年３月４日 

 ・「原子でつくる」しくみや原子力発電について学んだら、「つくった

電気をつかう」実験をしよう！火のない調理台・電磁調理器やレー

ザーにより声を伝える光の電話などふしぎでためになる実験装置を

体験しよう 

（イベント名） 冬休みイベント『てくてくテクノくん』  

 

 
32． 新潟県立自然科学館  

Niigata Science Museum 

住所 〒950-0948 新潟市女池南３丁目１番１号  

電話番号 025-283-3331  

Ｆａｘ 025-283-3336  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.lalanet.gr.jp/nsm/index.html  

館分野 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 交通・乗り物/ エネルギー/ 先端科学  

ポイント 各種の実験，実習を取り入れた参加体験型の科学館・・特別展（年２～４回）

開催  

イベント概要 （イベント名） 新春工作フェア  平成１９年１月１３日－１４日 

 ・不思議な物体「スライム」や万華鏡工作など、数種類のメニューの

中から好きな工作に挑戦してみよう 

 
33． 北陸電力エネルギー科学館 

（愛称；ワンダー・ラボ） 

住所 〒930-0858 富山県富山市牛島町１８－７ アーバンプレイス３Ｆ・４Ｆ 

電話番号 0764-33-9933  

Ｆａｘ 0764-33-9934  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.rikuden.co.jp/wonder/  
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館分野 基礎自然科学/ エネルギー  

ポイント ・ 館の基本テーマ「人類とエネルギー」，サブテーマ「エネルギーってな

に？」自然界にある力学，熱，光，電気，化学，原子の６つのエネルギー

からアプローチ  

・ 館の性格：誰でも気軽に参加，体験できる「知的体験館」，展示ハードより

ソフト重視  

・ 来館対象：小学生高学年～中学生，ファミリー層  

・ 主な展示：テーマシアター（３Ｄ，ボディソニック，２５０インチ映像），科学実

験体験工房での実験・工作，エジソンコーナー等  

イベント概要  

 
34． 海とエネルギーの科学館アクアトム  日本原子力研究開発機構  

AQUATOM 

住所 〒914-0063 福井県敦賀市神楽町２丁目２番４  

電話番号 0770-24-3918 / フリーダイヤル： 0120-893196  

Ｆａｘ 0770-24-3719  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.jaea.go.jp/09/aquatom/index.html  

館分野 地球・宇宙/ エネルギー  

ポイント ・ 敦賀の風土と人を育んできた「海」をテーマにした科学館で「見る・触れる・

感じる」事が出来る参加体験型の展示物があります。 

・ まず「シーラカンスロボット」はアニマトロニクスという最先端技術を駆使した

ロボットで生きた化石と呼ばれるシーラカンスを再現しています。 

・ 日本で１番大きい「アクアトムボールタワー」は高さ 12ｍあり、ボールがもつ

位置エネルギーが様々なエネルギーに変換されていく様子を表現していま

す。 

・ そして「アクアトムライド」では未来の海底遊園地のジェットコースターに乗

り、海の中やジャングルを走りまわる疑似体験が出来ます。 

・ イベントでは第 2，3，4 土曜・日曜日に楽しい科学実験教室を開催。また、

コンサートや講演会、カルチャー教室等も開催しています。 

イベント概要 （イベント名） 工作コーナー  

 ・インフォラウンジ（アクアトム１階）で常時開催中！ 

 
35． 福井県児童科学館（エンゼルランドふくい）  

Fukui Children's Science Center 
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住所 〒919-0475 福井県坂井郡春江町東太郎丸３－１  

電話番号 0776-51-8000  

Ｆａｘ 0776-51-6666  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.angelland.or.jp/  

館分野 地球・宇宙/ エネルギー  

ポイント 当館は、本館及び別館の２つの建築物と屋外遊具で構成される児童館と

科学館の機能を融合した施設である。本館には、約８０の参加体験型の

展示物がある展示エリア、光と音のショーを体験できるファンタジーエ

ッグと全天周映画、プラネタリウムが見られるスペースシアターがある

センターエリア、実験・工作ができるクラフトルームやコンピュータを

楽しめるコンピュータルームおよび科学実験ショーが見られるサイエン

スラボがあるプレイエリアの３つのエリアからなる。別館は太陽と風の

砦と呼ばれ、太陽光発電と風力発電の施設をもち、館内にはエネルギー

関係の展示物が配置されている。 

イベント概要 （イベント名） クラフト教室／チャレンジクラフト  

・ 凧をつくろう 

・ 実験教室「あま～い！すっぱ～い！味覚の不思議」 

・ フェルトのコースターをつくろう 

・ 「フェルトのミニバックをつくろう」 
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36． クリーンエネルギーセンター（県営発電総合制御所） 

住所 〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町２２７７－３  

電話番号 055-278-1211  

Ｆａｘ 055-278-1210  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/hatsuden/index.html  

館分野 エネルギー  

ポイント クリーンエネルギーセンターが行う普及啓発活動は、学習教材の準備から広

報活動まで全てを発電総合制御所の職員自らが手作りで企画運営するもの

で、子どもの目線に合わせて地域に根ざしたエネルギー環境教育の場を提

供  

1. クリーンエネルギー学習講座「ゴロンキーズ」の開催 

 小学生を対象に環境問題やクリーンエネルギーの有用性について実験

や工作を交えながら理解を深めることを目的に平成１１年度から毎年実

施しています。エネルギー利用の観点から環境問題を考えていく本学習

講座は、小学校のエネルギー環境教育の参考として教育現場でも活用さ

れています。  

2. クリーンエネルギー工作教室の開催 

 小学生以下の子供を対象にクリーンエネルギーについての理解を深め

るために平成１１年度から毎年実施しています。太陽の光や風の力を利

用した物作りの体験を通してクリーンエネルギーについて楽しく学ぶこと

ができます。  

3. 小学校への職員派遣の実施 

 総合学習の一環として職員が小学校へ出向き出張授業を行っていま

す。子どもたちが関心を持つような教材を利用した実験や工作など楽しい

授業を行っています。  

イベント概要  

 
37． 山梨県立科学館（サイエンスシップ）  

Yamanashi Prefectural Science Center 

住所 〒400-0023 山梨県甲府市愛宕町３５８－１  

電話番号 055-254-8151  

Ｆａｘ 055-240-0168  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp/  
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館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙  

ポイント 未来への夢が広がる科学の船（サイエンスシップ）をイメージした建物の中で

は、展示室をサイエンスプレイ・自然・生命・科学技術・地球・宇宙の６つに分

けて展示装置、映像、コンピュータにより科学を身近なものとして楽しむことが

できます。スペースシアターでは、直径２０ｍのドームスクリーンでプラネタリウ

ムや迫力ある全天周映画も体験できます。 

イベント概要 （イベント名） サイエンスショー  

・これはびっくり、超低温の世界  

・たかが空気されど空気(空気で遊ぼう)  

・ケミカルマジックショー  

・新素材&不思議なもの集まれショー  

・ 爆発サイエンスショー  

（イベント名） 実験工作室 

プログラム実験例  

・電気パン（電気抵抗による熱を利用したパンづくり） 

・おもちスライム（ガムを利用した非常に良くのびるスライム）  

・光るスライム（蓄光顔料を混ぜたくらやみで光るスライム）  

・簡単カルメ焼き（砂糖を重曹でふくらませたサクサクのお菓子） 

・発泡入浴剤（お風呂に入れると炭酸ガスの泡の出る入浴剤）  

・べっこうあめ（白砂糖を加熱分解してつくる飴）  

 
38． 佐久市子ども未来館  

SAKU CHILDREN'S SCIENCE DOME FOR THE FUTURE 

住所 〒385-0022 長野県佐久市大字岩村田１９３１－１  

電話番号 0267-67-2001  

Ｆａｘ 0267-67-2731  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.kodomomiraikan.city.saku.nagano.jp/  

館分野 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療  

ポイント 常設所「科学展示室」は、「地球」「水・大気」「生命・生物」「人間・人

類」「天体」「宇宙開発」「未来」の７つのテーマから構成されています。 

この７つのテーマから構成する展示は、事象と事象を結ぶルートを自由

に巡りながら展示をチェックしていくことができる三層構造のタワー状

展示室（フラクタルタワーエリア）を中心に、２階の２つのウィングエ

リアとに配置・展開されており、従来の「教える」という発想からの固

定的な展示ストーリーではなく。子どもたち自身が興味に応じて自由に
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選択し、独自の体験ストーリーを組み立てていくことができる展示構成

が特色で、子どもたちに向けた「未来へのメッセージ」がたくさん詰ま

った展示でいっぱいです。 

イベント概要 （イベント名） 科学体験工房 （開催期間）土・日・祝日（原則）  

  ・実験教室では、さまざまな科学現象について、実験や工作を通し

て体感したり学んだりできます 

 
39． 岐阜市科学館  

Gifu City Science Museum 

住所 〒500-8389 岐阜県岐阜市本荘３４５６－４１  

電話番号 058-272-1333  

Ｆａｘ 058-272-1303  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.city.gifu.gifu.jp/event/kagaku/index.htm  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 交通・乗り物  

ポイント ・ 郷土の自然，科学技術，宇宙，気象等の展示室，ギフチョウランド  

・ プラネタリウムやハイビジョンには回答ボタンを設け参加体験型の展示コ

ーナー  

・ 特別展や各種講座を開催し，教育普及を図っている  

イベント概要 （イベント名） 手作り・体験サイエンス広場 （開催：土・日・祝日  

・ 身近な材料を使って、科学的な体験や実験を、手軽に楽しむこ

とのできるサイエンスショー形式の催し物 

H19 年 1 月 たこを作ろう

2 月 静電気で遊ぼう

3 月 ゴムのおもちゃ
 

 
40． 岐阜県先端科学技術体験センター （サイエンスワールド）  

Gifu Advanced Science and Technology 

Experience Center 

住所 
〒509-6133 岐阜県瑞浪市明世町戸狩５４ 

(東濃研究学園都市インターガーデン内)  

電話番号 0572-66-1151  

Ｆａｘ 0572-66-1152  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.astec-gifu.jp/  
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館分野 基礎自然科学  

ポイント 先端科学技術をテーマに多彩な科学技術体験を通じて２１世紀を担う青少年

の科学への興味を喚起し、科学技術に対する正しい理解と認識をめ、広く県

民に生涯学習の場を提供する事を目的に設立された。  

サイエンスワールドには展示物はありません。科学の不思議と面白さ を体験

して頂く為に様々なメニューを用意。  

主なメニュー 

・ サイエンスショー：映像と生の実験を組み合わせた実験ライブショー  

・ スペシャルワークショップ：電子顕微鏡と液体窒素を使った特別実験や科

学実験ショー  

・ サイエンスワークショップ：自分自身で実験をするワークショップ  

・ チャレンジワークショップ：子どもから大人まで楽しめる少し専門的な実験

や体験（学校休業日に実施） 

イベント概要 （イベント名） スペシャルワークショップ  

・ わたしたちが日頃ふれることのない極限の世界。 

極限の世界では想像を超えた現象を観察する 

・ 『電子顕微鏡と極低温の世界』 

（１）走査型電子顕微鏡（そうさがたでんしけんびきょう）を

用いた極微少の世界の体験 

（２）液体窒素（えきたいちっそ）による極低温世界の体験 

（３）科学実験ショー（土日祝日学校休み期間のみ開催） 

  静電気の不思議・科学マジック・気体の実験ショー・発泡

スチロールのリサイクル、サイエンス Q など 

（イベント名） わくわくワークショップ  

・ 短時間で手軽に身近な科学の不思議な世界を実際に実験器具に

触れて体験していただくためのプログラム 

（イベント名） サイエンスコンテナ  

・ 遠隔地の学校に、科学の楽しさやおもしろさ、不思議さなどを

体験していただくための出前講座 

・ 小・中学校及び高等学校等の授業や総合的学習の時間、課外活

動、地域の科学実験講座、等で実験教室の講師や講習会指導が

必要な時に講師を派遣します 
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・ (1)液体窒素の不思議・・５０人 ４５分 

・ (2)科学マジック・・  ５０人 ４５分 

・ (3)発泡スチロールの一生・・５０人 ４５分 

・ (4)気体の実験ショー ・・ ５０人 ４５分 

・ (5)静電気の科学 ・・５０人 ４５分、 ※冬季限定 

 
41． 静岡科学館る・く・る  

Shizuoka Science Museum Ru・Ku・Ru 

住所 
〒422-8067 

静岡県静岡市駿河区南町１４番２５号 エスパティオ８～１０階  

電話番号 054-284-6960  

Ｆａｘ 054-284-6988  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.rukuru.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 生命・医療  

ポイント 「みる・きく・さわる」をキーワードに、発見する喜びと創造する楽し

さにあふれる科学館を目指し、 近の展示物による体験及び各種のソフ

ト事業への参加を通して出会い、ふれあいの中から科学する心を育む施

設となるよう、事業展開を進めております。 

イベント概要 （イベント名） わくわく科学工作 （開催期間）月数回  

・きみの豊かで自由なアイデアで、オンリーワンを創り出そう！ 

（イベント名） サイエンス玉手箱  

 ・科学の不思議さ・楽しさ・面白さがいっぱい詰まった玉手箱 

 
42． 産業技術記念館  

TOYOTA Commemorative Museum of Industry and Technology 

住所 〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町４－１－３５  

電話番号 052-551-6115  

Ｆａｘ 052-551-6199  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.tcmit.org/  

館分野 工学・産業技術/ 交通・乗り物  

ポイント 「モノづくり」の大切さと「研究と創造」の素晴らしさを若い方々に広くつたえる

ことが目的  

「繊維機械館」「自動車館」「テクノランド」の大きく３つのテーマに分かれ，大

型機械をはじめ約 4,000 点余りの展示物があり，機械や機構模型を動かしな
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がら技術の変遷を最新のものまで見ることができる  

イベント概要 （イベント名） わくわく体験コーナー （開催期間）通年  

・ 自動車を造るホンモノの機械を使って「モノづくり」を楽しみなが

ら体験 

・ 携帯ストラップづくり：射出成形機体験 

・ ゴム駆動自動車づくり（トヨダＡＡ型乗用車）：提灯プレス機体験 

・ メタルキーホルダーづくり（プレス技術体験コーナー）：プレス機

と穴あけ機体験 

 
43． でんきの科学館  

Electricity Museum 

住所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目２－５  

電話番号 052-201-1026  

Ｆａｘ 052-220-1280  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.chuden.co.jp/e-museum/  

館分野 エネルギー/ 環境  

ポイント 私たちのくらしの中で欠かすことのできない電気。  

この電気をはじめ環境やエネルギーについて、さまざまな角度から探る

「６つの展示室」と、科学のふしぎを解き明かす「おもしろ実験」。自分

の顔を取り込んでクイズやゲームに挑戦する「オームシアター」など、

楽しさがいっぱい 

イベント概要 （イベント名） なるほどサイエンス （開催期間） 第３土・日曜日 

・ 電気や科学のスペシャリストによるサイエンスショー 

水が教える大気圧 益田孝彦先生 

バレンタインに地球の未来を考えよう！ 

～省エネ電球とともに！！～ 
川村康文先生 

通信の科学 村田直之先生 

（イベント名） おもしろ実験  

（イベント名） ワークショップ  

  ・「ふしぎ体験」、「手づくり工作」 

 
44． とよた科学体験館  

Toyota Hands-On Museum 

住所 〒470-0034 愛知県豊田市小坂本町１－２５ 豊田産業文化センター内  
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電話番号 0565-33-1531  

Ｆａｘ 0565-33-1535  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.toyota-kagakutaikenkan.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙  

ポイント プラネタリウムと｢遊びと創造のギャラリー」｢パフォーマンスステージ」｢ワーク

ショップラボ」の４つのエリアで構成。 

「遊びと創造のギャラリー」では遊び体験を通じて科学に触れる事ができ、｢パ

フォーマンスステージ」では科学の不思議を体験できるサイエンスショーや身

体を使ってチャレンジできる体験型装置を設置。 

「ワークショップラボ」ではミニワークショップ（簡単な科学工作教室）を開催す

るなど、五感を活用して科学に親しむことができる施設。  

 
イベント概要 （イベント名） ワークショップ （開催期間）月２回  

・ 各種実験機器や実験モジュールなど使った実験体験やその科学

原理を応用したさまざまな工作を通して、科学の基礎を楽しく

学び、モノづくりの楽しさを体感できる実験・工作工房 

（イベント名） ミニワークショップ （開催期間） 月２回  

・ ２０～３０分ほどでできる簡単な工作体験コーナー 

（イベント名） 電脳生物を創ろう  

 

 
45． 名古屋市科学館  （生命館・理工館・天文館）  

Nagoya City Science Museum 

住所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－１７－１  

電話番号 052-201-4486  

Ｆａｘ 052-203-0788  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.ncsm.city.nagoya.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療/ 工学・産業技術

/ 交通・乗り物/ エネルギー/ 環境/ 先端科学  

ポイント  生命館、天文館、理工館からなる総合科学館  

 毎月テーマをかえて、職員の解説によるプラネタリウムの投影を実施 

イベント概要 （イベント名） 土曜・日曜の工房と教室 （開催期間）土・日曜日 

・ ものづくり工房（土曜日） 

・ ものづくり教室（第 3 土曜日） 
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・ ロボット工房（日曜日） 

 
46． ロボットミュージアム in 名古屋  

ROBOT MUSEUM in NAGOYA 

住所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区錦３－２５－２０  

電話番号 0120-156-610  

Ｆａｘ 052-957-1651  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.robot-museum.net/  

館分野 先端科学  

ポイント ロボットカルチャーミュージアム「ロボシンク」は、ロボットの歴史や

アート・文化に焦点をあて、ロボットという“思考”を育んでもらう４４

ヶ月期間限定の都市型ミュージアムです。期間内にアップデートされる

ロボットの情報発信拠点としても機能します。 

イベント概要 イベント名） ロボットによるサッカーの祭典 第１回 ロボットミュー

ジアムカップ in 名古屋  

（開催期間） 平成１９年１月２７日～２８日 

イベント名） 産業ロボットがとらばーゆ！？  

  ・みんなの想像で産業ロボットを改造して、おもしろい仕事を見つ

けてあげよう 

 
47． 三重県立みえこどもの城 

住所 〒515-0054 三重県松阪市立野町１２９１番地中部台運動公園内  

電話番号 0598-23-7735  

Ｆａｘ 0598-23-7792  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.mie-cc.or.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 先端科学  

ポイント さまざまな体験を通して学ぶことができる大型児童館。プラネタリウムや大型

ドーム映画、科学実験や陶芸、木工作などさまざまな体験ができます。中でも

雨でも楽しめるプレイランドは子ども達に人気です。  

また、広大な運動公園は、日本の都市公園１００選にも選ばれています。約

48ha 芝生広場、フィールドアスレチック、流水プール（夏期のみ）、体育館、天

文台もあります。 

 
48． 大津市科学館  
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Otsu City Science Museum 

住所 〒520-0814 滋賀県大津市本丸町６番５０号  

電話番号 077-522-1907  

Ｆａｘ 077-522-2297  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.otsu.ed.jp/kagaku/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 環境/ 動物園・水族館・植物園  

ポイント 琵琶湖に関する展示をはじめ，科学の基礎・応用，天文を常設展示  

プラネタリウムは，ミノルタ製の宇宙型プラネタリウム「インフィニウム γ」でコン

ピュータを内蔵し，補助投影機と連動し，迫力ある投影を展開。  

青少年の科学に対する興味・関心を喚起し，科学教育の振興を図るため，各

種事業を実施。 

イベント概要 （イベント名） わくわくサイエンス （開催期間） 土・日・祝日  

 ・科学マジックや科学工作など、家族で楽しめます。身近な科学の世

界にひたってください。テーマは毎週変わります。 

 
49． 大川センター （ＣＡＭＰ）  

Okawa Center 

住所 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台３－９  

電話番号 0774-98-1130  

Ｆａｘ 0774-98-1120  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.camp-k.com/  

館分野 先端科学  

ポイント 大川センターCAMP のワークショップを開催している参加体験型施設で

す。（常設展示は行っておりません） 

CAMP(Children’s Art Museum and Park)は、こどもたちの創造性や表現力

を引き出し、未来を切り開いていく力を育んでいく CSK グループの社会

貢献活動として、こどもむけワークショップを多数開催しています。 

イベント概要 ・クリケットワークショップ： 

小さなコンピュータ「クリケット」と身のまわりの素材を使って動く

オブジェをつくります｡ 

・クレイメーションワークショップ： 

粘土の人形でアニメーションを制作します。ストーリー作りから、キ

ャラクターデザイン、粘土人形と背景の制作、1 コマずつの撮影、編

集、音入れまでの過程を全員で協力しながら、約 1 分間 
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(600 コマ)のアニメーション作品をつくります 

 

 
50． 京都市青少年科学センター  

Kyoto Municipal Science Center for Youth 

住所 〒612-0031 京都府京都市伏見区深草池ノ内町１３  

電話番号 075-642-1601  

Ｆａｘ 075-642-1605  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.edu.city.kyoto.jp/science/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 動物園・水族館・植物園  

ポイント 科学的なものの見方，考え方など科学の基本的な方法を体得するセンタ

ー学習，理科教育の改善や教員の指導力向上のための教員研修，所員の

手作りによる番組を投映するプラネタリウムをはじめとする市民科学事

業等幅広く行っている 

イベント概要 イベント名） おもしろランド （開催期間）土・日・祝・学休期間 

・青少年科学センターの先生と一緒に，展示場・屋外園等でいろいろ

なテーマによる楽しくて面白い実験・観察等を行います。 

イベント名）なるほど実験ランド （開催期間）同上 

・ パソコンを使って、24 種類のテーマの中から選んだ実験 

イベント名） 市民サイエンス教室  

 ・専門の先生の指導で，科学実験や野外での自然観察を行います 

 
51． きっづ光科学館ふぉとん  

The Kid's Science Museum of Photons 

住所 〒619-0215 京都府相楽郡木津町梅美台８丁目１番  

電話番号 0774-71-3180  

Ｆａｘ 0774-71-3190  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.k-photon.com/  

館分野 基礎自然科学/ 先端科学/  

ポイント 日本で初めての「光をテーマにした科学館」としての情報集積と､深く掘り下げ

た展示により、他にはない魅力のある施設。当館では 3 つの展示ゾーンの他

に全天周映像ホールではフルカラーの CG 映像をリアルタイムにつくりだす､

最新のバーチャルシステムを設置し､来館者がプログラムに参加するアクティ

ブな映像体験が出来ます。  
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実験イベントとして「レーザーラボ」では親しみやすい題材を取りあげ先端科

学の知恵を結集した実験を行い楽しみながら学ぶことが出来ます。  

イベント概要 （イベント名） 工作教室  

・ 過去の工作教室メニュー  

・ 偏光板でステンドグラスをつくろう!  

・ 夜光バッチ・ペンダントを作ろう!  

・ 光の万華鏡 「ビー玉万華鏡」「偏光板万華鏡」 、他 

 
52． 京都大学総合博物館  

The Kyoto University Museum 

住所 〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町  

電話番号 075-753-3272  

Ｆａｘ 075-753-3277  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/indexj.html  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学  

ポイント 考古資料・古文書・古地図などの文化史、化石・昆虫標本などの自然史、

教材に使われた機械メカニズム模型などの技術史を貴重な学術標本とと

もに紹介。 

年２回の企画展のほか、公開講座、レクチャーシリーズ、夏休み学習教

室など様々な活動を行っている 

イベント概要  

 
53． 財団法人 京都市環境事業協会 

京都市環境保全活動センター （京エコロジーセンター）  

kyoto Municipal Center For Promotion of Environment Protection 

住所 〒612-0031 京都府京都市伏見区深草池ノ内町１３  

電話番号 075-641-0911  

Ｆａｘ 075-641-0912  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.miyako-eco.jp  

館分野 環境  

ポイント 見て、触れて、感じる 体験型展示『１階、2 階の展示コーナーは、地球規模で

の環境問題から、京都ならではのエコロジーの知恵まで、体験型で学べる展

示です。』 
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建物全体がエコ展示『建物には、太陽光発電、雨水利用、地熱利用、高断熱

外壁をはじめ、省エネルギー・省資源型の設備を導入し、さらに、自然素材を

生かした材料やリサイクル建材も活用しています。』 

 
イベント概要  

 
54． 私のしごと館  

The Vocational Museum 

住所 
〒619-0282 関西文化学術研究都市（京都府 精華・西木津地区） 

 京都府相楽郡精華町精華台７丁目５－１  

電話番号 0774-98-4510  

Ｆａｘ 0774-98-6202  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.shigotokan.ehdo.go.jp/  

館分野 工学・産業技術  

ポイント 私のしごと館は、若い人たちが早い時期から職業に親しみ、自らの職業

生活を設計し、将来にわたって充実した職業生活を過ごすことができる

よう、様々な職業に関する体験の機会や情報を提供するとともに、必要

な相談・援助等を行います。 

画一的な展示だけではなく、利用者それぞれの興味・関心・ニーズに応

じた柔軟なサービスを提供します。  

「見る」だけでなく、利用者みずからが「触れて、体験」し、「考え」、

「学ぶ」参加型の施設です。 

実際の企業における体験や学校の指導等とあわせることで効果を発揮し

ます。 

利用者の方々の参加・助言により常に改善し、成長する施設です。 

イベント概要 （イベント名） しごと体験 

 ◆ 伝統工芸の仕事体験メニュー 

◆ 先端技術の仕事体験メニュー 

◆ 事務の仕事体験メニュー 

◆ マスコミの仕事体験メニュー 

 
55． 大阪市立科学館  

OSAKA SCIENCE MUSEUM 

住所 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島４－２－１  
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電話番号 06-6444-5656  

Ｆａｘ 06-6444-5657  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.sci-museum.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ エネルギー  

ポイント 身近に科学と親しめる「見て・さわって・遊べる」展示場と直径 26.5m のドーム

スクリーンに投影する「プラネタリウム」及び世界最大の映像システムの「オ

ムニマックス」を上映  

科学教室・科学講演会・科学講座・天体観望会を定期的に実施  

イベント概要 （イベント名） サイエンスショー  

 ・空気パワー・・空気パワーでドラム缶をつぶそう 

 
56． キッズプラザ大阪  

KIDS PLAZA OSAKA 

住所 〒530-0025 大阪府大阪市北区扇町２丁目１番７号  

電話番号 06-6311-6601  

Ｆａｘ 06-6311-6605  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.kidsplaza.or.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 動物園・水族館・植物園  

ポイント 身近のさまざまな事象に対して驚き感動し，不思議に思う心“Ｓｅｎｓｅ ｏｆ Ｗｏ

ｎｄｅｒ”をテーマに施設づくりをしています。  

５階「やってみる階」では，遊びながら学べるいろいろな展示やワークショップ

の体験ができる。４階「あそぼう階」ではフンデルトヴァッサーさんのデザイン

によるふしぎな遊空間等，３階「つくろう階」ではパソコンや自分の手足などを

使って物づくりの楽しさを体験できるようになっている。  

イベント概要  

 
57． サイエンス・サテライト  

SCIENCE SATELLITE 

住所 〒530-0025 大阪府大阪市北区扇町２－１－７（扇町キッズパーク３Ｆ） 

電話番号 06-6316-8110  

Ｆａｘ 06-6316-8111  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.satellite.gr.jp/  

館分野 エネルギー  
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ポイント • サイエンス・ライブラリー…宇宙，海洋，地球環境，エネルギー，原子力など

の資料。  

• 見て触れる広場…電気エネルギー変換を示したオブジェ等，見て触れて科

学技術の不思議を体験できる。  

• おもしろ体験広場…楽しいプログラムいっぱいの実験・工作教室。  

• マルチメディア広場…インターネットで日本・世界の科学館にアクセス，ビデ

オ閲覧，ＣＤ‐ＲＯＭ閲覧  

イベント概要 イベント名） 実験教室 （開催期間） 土・日・祝日  

・ 各月のメニューは、館のホームページで 

イベント名） 工作教室 （開催期間） 通年  

 

 
58． 姫路科学館（アトムの館）  

Himeji City Science Museum 

住所 〒671-2222 兵庫県姫路市青山１４７０－１５  

電話番号 0792-67-3001  

Ｆａｘ 0792-67-3959  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.city.himeji.hyogo.jp/atom/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 交通・乗り物  

ポイント • プラネタリウム（日本最大級直径２７ｍのドームスクリーン）  

• 宇宙・科学・地球と郷土の自然を常設展示  

• 小中学生対象の各種教室，移動天文教室，お母さんの科学教室を開催  

• 情報誌「科学の眼」発刊  

• 児童・生徒の科学作品展等，企画展を実施  

イベント概要 イベント名） サイエンスショー （開催期間） 通年  

 ・  紙の実験 

・  大気圧の実験 

・  卵の実験 

・  静電気の実験 

 
59． 和歌山市立こども科学館  

The Science Museum of Children 

住所 〒640-8214 和歌山県和歌山市寄合町１９  

電話番号 073-432-0002  
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Ｆａｘ 073-432-0004  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kodomo/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 交通・乗り物  

ポイント • 科学教室の普及活動  

• 自然環境調査（水生生物，天文学）  

イベント概要 イベント名） ミニサイエンス （開催期間） 日曜日  

 
 
60． 出雲科学館  

Izumo Science Center 

住所 〒693-0001 島根県出雲市今市町１９００－２  

電話番号 0853-25-1500  

Ｆａｘ 0853-24-8383  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.izumo.ed.jp/kagaku/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療/ 工学・産業技術

/ エネルギー/ 環境/ 先端科学  

ポイント 小学校 3年生から中学校 3年生までの全児童･生徒を各学校から科学館ま

でバスで送迎し、館が所有する電子顕微鏡や赤外線カメラなどの高度な

観察器具や豊富な実験器具を用い、指導要綱に沿いながらも学校では体

験できないような独創的、発展的でダイナミックな内容の理科授業を実

施。 

また、週末及び休日には一般市民を対象にさまざまなものづくりや実験

の教室、イベントを開催したり、３Ｄ映画やプラネタリウムの上映など

を行っている。さらに館内には、４０点あまりの体験型展示装置を配置

しており、さまざまな科学の不思議を気軽に体験できる。 

イベント概要  

 
61． 仁摩サンドミュージアム  

Nima sand museum 

住所 〒699-2305 島根県大田市仁摩町天河内９７５  

電話番号 0854-88-3776  

Ｆａｘ 0854-88-3785  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.nima-cho.ne.jp/museum/  

館分野 基礎自然科学/ 環境  



 306

ポイント • 鳴砂の保護と自然環境とテーマとしている砂の博物館  

• 大小６基のガラス張りの建物  

イベント概要 イベント名） ガラス工芸体験工房 （開催期間） 通年  

・ バーナワーク(11 歳～) 

・ サンドブラスティング 

 
62． 呉市海事歴史科学館  （大和ミュージアム）  

Yamato Museum 

住所 〒737-0029 広島県呉市宝町５－２０  

電話番号 0823-25-3017  

Ｆａｘ 0823-23-7400  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://yamato.kure-city.jp/  

館分野 工学・産業技術/ 交通・乗り物  

ポイント 10 分の 1 戦艦「大和」をシンボルとして、日本の近代化の歴史そのもの

である「呉の歴史」と、その近代化の礎となった造船、製鋼を始めとし

た各種の「科学技術」を紹介します。また零式艦上戦闘機や人間魚雷「回

天」など多くの実物資料を展示し、戦争の悲惨さや平和の大切さを伝え

る。 

その他、浮力や揚力など、船に関わる原理を体感できる体験装置のほか、

シュミレーターで船の操縦体験もできる。 

イベント概要 イベント名） ワークショップ （開催期間）毎週土曜日  

 「ぐにゃぐにゃ凧」、「紙トンボ」、「風船ロケット」 

イベント名） 工作教室  （開催期間） 毎月 1 回 

 ●「ストローパンパイプ」 

 ●「ひな祭り☆キャンドル作り」 

 ●「アルコールロケット」 

 
63． 阿南市科学センター  

Anan Science Center 

住所 〒779-1243 徳島県阿南市那賀川町上福井南川渕８－１  

電話番号 0884-42-1600  

Ｆａｘ 0886-42-3652  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.town.nakagawa.tokushima.jp/science/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙  
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ポイント 1. 充実した観察実験室  

o 理科の学習指導（授業）に最適な空間  

o 夢とロマンに満ち，驚きと楽しさのある学習空間  

2. こども（小・中学生）にとって魅力的空間であるための３つの機能  

o 自己発見機能 科学的事象に直接触れることによって，科学に対

する興味や関心を抱かせる教育施設  

 冒険的でありながら安全な施設  

 遊び空間のある施設  

 操作（ふれる，たしかめる）のできる科学体験施設  

o 体験学習機能 観察や実験を通して課題を探求する教育施設  

 ゆとりと充実感のある科学観察実験室等の施設  

 自ら参加したくなるような観察や実験設備  

 高性能で大規模な観察や実験設備 ・創造活動機能 科学的な心

を培い，豊かな情操と創造性を育む教育実施  

 センター全体が科学する心を養う空間となるような施設設備  

 科学への夢を育む施設設備  

イベント概要  

 
64． 徳島県子ども科学館  

Tokushima Science Museum 

住所 〒779-0111 徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５－２２  

電話番号 088-672-7111  

Ｆａｘ 088-672-7113  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.asutamuland.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 生命・医療/ 先端科学  

ポイント • 科学に関する遊びや体験を通して、子どもたちの科学への探求心や科学

する心を育てる施設であり、徳島の未来を担う子どもたちに夢や感動を

もたらす学習や成長の場。 

• 「科学技術と自然環境との調和」をテーマとして、「宇宙と地球」、「生命と

環境」、「科学技術と人間」、「遊びの科学」及び「屋外展示」の５つのコー

ナーに参加体験型の科学展示物を１２０種類設置している。 

科学展示物の他に最新鋭のプラネタリウムを設置。３万８千個の星々を

投影できる世界一明るい装置である。 

• その他、企画展をはじめ、科学工作教室や星空観察会など、各種事業を
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実施している。  

イベント概要 イベント名） 体験工房 （開催期間） 通年  

 ・あすたむ工房 

 ・土曜工房 

 
65． 愛媛県総合科学博物館  

EHIME PREFECTURAL SCIENCE MUSEUM 

住所 〒792-0060 愛媛県新居浜大生院２１３３－２  

電話番号 0897-40-4100  

Ｆａｘ 0897-40-4101  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.sci-museum.niihama.ehime.jp/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療/ 工学・産業技術

/ 交通・乗り物/ エネルギー  

ポイント • 当館は自然や科学技術，愛媛の産業に関する理解を深めていただくとと

もに，生涯学習関連情報やその機会を提供する施設としての役割を併せ

持っている。そのため博物館，生涯学習それぞれの視点から年間を通し

て様々な企画展及び講座を実施している。  

• 平成７年１０月に博物館友の会が設立され，会員と当博物館学芸員の連

携により自然教室や科学教室を行っている。 

イベント概要 イベント名） 科学工作教室  

 
66． 北九州市立児童文化科学館  

Kitakyushu Culture and Science Museum For Youth 

住所 〒805-0068 福岡県北九州市八幡東区桃園３－１－５ 

電話番号 093-671-4566 

Ｆａｘ 093-671-4568 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL  

館分野館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙  

ポイント  

イベント概要 イベント名） ふしぎ発見！！わくわくサイエンスキッズ２００６  

・ 先端の科学技術や身近な科学を体験し、ものづくり等を行う  

イベント名） ロボット工房  

 ・「親子でロボットプログラミング」 
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 ・「ロボットサッカーコートの開放」 

 
67． 福岡県青少年科学館  

Fukuoka Science Museum 

住所 〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町１７１３  

電話番号 0942-37-5566  

Ｆａｘ 0942-37-3770  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.science.pref.fukuoka.jp/  

館分野館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 工学・産業技術/ 交通・乗り物/ エネルギー

/ 環境/ 先端科学  

ポイント • 「地球」をテーマにした科学館、２００点の展示物と２３ｍドームのプラネタ

リウム、会話ロボット、フライトシミュレーター、３Ｄ宇宙体験等を設置  

• 各種科学教室、放電実験、科学実験ステージの開催  

• 図書やビデオを置くライブラリーやインターネットなどコンピュータを利用で

きる  

• 出前科学館や移動科学館、移動星空教室等による学校・社会教育の支

援  

イベント概要 イベント名） チャレンジ教室 （開催期間） 土曜日  

・ 身近にある色々なものを使って、“もの作り”を体験します。 

想像力を育てる楽しい体験学習教室です。 

イベント名） エンジニア工房  ２月１８日、３月１１日（日） 

・ ライントレーサー 

・ 茶運び人形 

イベント名） 電子顕微鏡公開  

 ・電子顕微鏡を使って星の砂や昆虫の体などのミクロの世界へ案内 

 
68． 福岡市立少年科学文化会館  

Fukuoka Children's Science & Culture Center 

住所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴２－５－２７  

電話番号 092-771-8861  

Ｆａｘ 092-771-8863  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.city.fukuoka.jp/shobun/  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 生命・医療/ 交通・乗り物/ エ

ネルギー/ 環境/ 先端科学  
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ポイント • 科学や文化に関する興味，関心を高め，体験を通じて，科学する心，文化

を創造する心を育てる，科学や文化に関する学習活動の場。  

• 小学校３年生を対象に，会館１日学習を開催し，科学等の学習を行なって

いる。  

• プラネタリウム番組，科学・文化クラブ，各種文化事業等を実施  

イベント概要 イベント名） 科学体験広場  原則として月１回（土曜日）  

・ 「いろんな科学を自由に体験」をキャッチフレーズに、さまざまな

科学に関する工作・実験 

イベント名） てづくり教室「土曜日につくろう」 月２回（土曜日）  

 ・開催季節や年中行事に合わせたテーマで、科学工作や工芸などの制

作 

 
69． 佐賀県立宇宙科学館（ゆめぎんが）  

Saga pref. Space and science museum 

住所 〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町大字永島１６３５１  

電話番号 0954-20-1666  

Ｆａｘ 0954-20-1620  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.saga-ecf.or.jp  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙/ 恐竜・生物学/ 交通・乗り物  

ポイント • 約１３０種の展示のうち約 100 種が体験型の展示で占められている。  

• 従来型の光学式投影機にコンピュータ・グラフィックスの演出効果を加えた

プラネタリウムでは従来方式にはない立体的な映像が楽しめ、あたかも星

の世界に踏み込んだかのような体験ができる。  

• このほか、周辺の自然環境を活かした野外観察の実施や、毎週土曜日に

はプラネタリウム及び天文台の夜間運営を行っている  

イベント概要 イベント名） わくわく体験コーナー  日曜日・祝日・夏休み期間 

 ・静電気で遊ぼう 

 ・光とレンズ 

 
70． 佐世保市児童文化館  

THE CHILDREN'S CULTURAL CENTER SASEBO 

住所 〒857-0025 長崎県佐世保市熊野町２６１  

電話番号 0956-23-1517  

Ｆａｘ 0956-23-1517  
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ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://academic4.plala.or.jp/jidoub/  

館分野 基礎自然科学  

ポイント • 科学教室（天文教室，昆虫植物教室，バードウォッチング教室，等）や文化

教室（英会話，茶道，絵画，水彩画，デザイン教室）を開講 （会員制）  

• プラネタリウム館を併設して投映している。年１０回観望会を実施  

• 科学工作、化学反応、親子ものづくり、パソコン教室など年１０回開催  

• 夏休みに，科学のつどい，昆虫植物採集，鑑定会，夏季教室を開催  

• 土・日曜を利用して、練習や演奏会活動を行う児童管弦楽団活動  

イベント概要  

  

 
71． 熊本市水の科学館  

Kumamoto Water Science Museum 

住所 〒861-8064 熊本県熊本市八景水谷１丁目１１－１  

電話番号 096-346-1100  

Ｆａｘ 096-343-2624  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.mizunokagakukan.jp/ 

http://www.kumamoto-waterworks.jp/asobi-manabu/（  

館分野 基礎自然科学/ 地球・宇宙  

ポイント 地下水と水道を中心に水についての展示物，図書，ビデオ等を備えてい

る。また，中庭と建物の囲りに，浅い池を配置することにより，水とふ

れあい，遊びながら学べる施設として機能している。建物の屋根構造に

も工夫を凝らし，雨水を利用し，中水道システムを採用している。 

イベント概要 イベント名） 水の実験室 わくわく  

 ・さまざまな実験器具を使い不思議な実験や楽しい実験を通じて水に

関する学習を体験 
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