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 [要約] 

「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。「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

用機器・器具、模型、映像など様々な教材を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態を調査分析した。 
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第１章 「ものづくり」教育の動向と現状 

１－１ 概要 

 ものづくり教育の全般的な状況概要を理解する目的で、「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。 

 

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

いて述べられている各種の施策について、文部科学省、経済産業省、学会、海外の事例な

どを調査した。 

 

1－３ 科学館等による体験学習 

 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。全国に 656 館の科学館博物館等があり、その中の約 70 館で 

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。 

 

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。実験用の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。 

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

示した。主な事例は、３Ｄ周期表の開発、ポンプの働きに注目した心臓模型の開発、走光

式電流計、などである。 

 

１－５ 教材提供の現状 

 国内で提供されている理科・技術の実験及び体験用の教材の提供について現状の調査を

行い、代表的な事例を教材事例シートの形式で示した。また、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」における指摘を紹介した。 

 

第２章 中学校理科教育の現状に関するアンケート調査 

２－１ アンケート調査の狙いと内容 
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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。対象となる全国の中学校は、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。 

 

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 

アンケートの回答総数は５７２通に達した。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。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。 

学年の生徒数では、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 「ものづくり」教育活動等の事業の周知度合いについて 

 「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では、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現状を示している。 

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、
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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

刺激や最新の技術などを見せる配慮が示されている 

 

２－２－３ 理科・技術教育及びものづくり教育の進め方等 

理科・技術教育及びものづくり教育の進め方等として、 

① 「理科」「技術」の教育・実験等の進め方について 

② ものづくり教育に実施状況について 

③ 「ものづくり」への関心や興味 

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（記述） 

⑤ 「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

いが、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では、多くのコメント

が記述された。代表的な幾つかのコメントを示す。 

・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、
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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。 

・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 

・「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 

・ 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、自由に意見を記載していただいた。

記述件数：約３３０件と多くの声を聞くことが出来た。代表的な意見（多くの意見

又は少数意見）を以下に示す。 

 ・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。 

    ・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。 

 ・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。 

・教科書の内容が本質的ではない。 

・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。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 

・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 

・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。 

 

 

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
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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 「ものづくり教育」に関する教育現場からの現状や意見 

「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。主な意見の事例を以下に示す。 

・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 

・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 

・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。 

 

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 

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、報告の内容の方向性等の審議を頂

き、助言と承認をいただいた。 

 

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下記の皆様を訪問し各分野での代表的
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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） 

 

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見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 

・ 最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・・最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。 

・ 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「ものづくり」

がはっきり明文化され、中学校は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 

・ 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 
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・ 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。 

 

第４章 まとめ 

４－１ 全体概要 

 「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、上記のよ

うな調査を実施した。その概要を章ごとに記した。 

 

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 

 「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。文部科学省、経済産業省における基本的な施策の展開の基に、中学校

における理科・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資し

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。また、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・
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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。 

「理科離れ」に関しては、生徒たちの実験や体験、最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。 

技術立国を掲げた施策が展開されているが、「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。 

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、

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は大きい。 

 

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
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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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