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要約 

本研究では萬福直清の文献を基に明治後期における小学校理科の動物解剖の位置づけを生体解剖さ

れうる動物の種類と目的及び生命尊重の観点から分析し明らかにしたものである。結果としては、生体

解剖をして内部の様子を観察しうる可能性がある動物として、二枚貝としてカラスガイ或いはハマグリ、

シジミ、魚類としてフナやコイなど、両生類としてカエル、鳥類としてニワトリ、哺乳類としてウサギ

が示されていた。また当時の教科書としては明治 43 年の児童用教科書には記載がないが、教師用書の

中には二枚貝、イカ及びフナは観察事項として位置づけられていた。生体解剖の目的としては二枚貝、

イカ、フナはそれらの動物そのものを知るための手段として、ウサギやニワトリは人体の理解の手段と

して解剖される可能性があることがわかった。また生体解剖において生命尊重に対する配慮はみられな

かった。これはこの当時の自然に対する知識観が反映している可能性があることを指摘した。 
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はじめに 

 小学校の理科で動物の生体解剖をする教育上の意味はあるのだろうか。あるとしたらどのような動物

をどのような教育の目的で解剖すべきなのだろうか。生命尊重の態度育成の観点から動物解剖が行われ

る実践もあるがその賛否は分かれるであろう。 

小学校において解剖される動物の種類に注目した研究として鈴木(2001)、鳩貝(2004)、西川、鶴岡(2007)

などがある。 

 鈴木(2001)では、145 名の学生に対して、生命尊重の観点から印象に残っている観察・実験を調査し

ているが、その中で、小学校時代に生命尊重から見て良い印象の観察・実験の中の動物解剖は 12 例で

その内訳はフナ・コイ８名、カエル２名、ニワトリ１名、ミミズ１名であり、反対に生命尊重から見て

悪い印象の観察・実験の中の動物解剖は９例でその内訳はフナ６名、カエル２名、その他１名であった。 

 鳩貝(2004)によれば、過去３年間で解剖実験を行ったことがあるかどうかについて回答した571名の

中の小学校の教師の中で解剖したことがある 125 名中、解剖した動物種は、魚類 122 名、両生類２名、

その他１名であることを指摘した。 
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 西川、鶴岡(2007)は小学校の教師が用いる動物解剖の材料として、淡水魚（フナ、コイ）が 64.0%、

海水漁（アジ、サバ）が32.0%、両生類（アフリカツメガエル）8.0%であることを指摘した。 

 これらのように小学校では、解剖自体をしていない又は印象に残っていない場合も多くあり、この点

についても検討はさらに必要だが、小学校の解剖ではコイやフナなどの魚が今でも定番であることがわ

かる。しかしサバやアジなど気軽にスーパーで入手できる海水魚よりも、コイやフナである淡水魚を解

剖に用いる必要性はどこにあるのだろうか。 

 小学校における動物解剖の目的に注目した研究としては、鳩貝(2004)、西川、鶴岡(2007)、人見、加

藤(2011)などがある。 

 鳩貝(2004)では、小学校の解剖実験の目的として、「体の仕組みを知る上で有効」のみが「そう思う」

「ややそう思う」を加えると、63.0%となり６割を超えており、否定的な回答は４割弱であるのに対し、

他の「生命尊重の教育のため有効」「子どもの成長過程で必要」「動物虐待実施すべきでない」に対して

否定的な回答はどれも６割を超えていた。 

 また西川、鶴岡(2007)では、小学校における動物解剖の目的として、構造の理解 100%、貴重な体験

61.9%、生命の尊重61.9%、生命の実感57.1%、技術の習得47.6%であることが指摘された。 

 さらに人見、加藤(2011)では、小学校の解剖実験の目的として、「体の仕組みを知る上で有効」のみが

「そう思う」「ややそう思う」を加えると、８割を超えており否定的な回答は２割弱であり、次いで「生

命尊重の教育のため有効」は肯定的な回答は５割強、「子どもの成長過程で必要」の肯定的回答は６割強

である。一方「動物虐待実施すべきでない」に対して否定的な回答はどれも６割を超えている。 

 これらのように小学校における動物解剖の目的は多くの場合、動物の体の仕組み、構造の理解が中心

となっていることがわかる。しかしこれだけでは映像や資料で教えることもできるであろう。なぜ実物

を使う必要があるのだろうか。また動物解剖と生命尊重の関係も検討すべき課題である。 

 それでは歴史上、日本の小学校理科で動物解剖をするのはいつ頃から行われ、どのような目的で、ど

のような種類の動物を利用していたのだろうか。そして生命尊重とどのように関連づけていたのである

か。 

 理科における動物解剖を歴史的に研究した重山、庭野(1993)によれば、明治 33 年の丘浅次郎が作成

した尋常中学校の教科書である『近代動物学教科書』が動物解剖の手順や内容を掲載した教科書として

は最初であると指摘している。しかし実際の授業でどのように動物解剖が行われていたのか、義務教育

として行われた小学校の理科ではどうであったのかなどさらなる疑問が残る。 

 そこで本研究では、小学校の教科「理科」が義務教育として行われるようになる時代に注目し、明治

後期の教師の記録をもとに小学校で行う生体解剖の動物の種類及び生体解剖の目的がどのように位置づ

けられていたのかについて事例をもとに明らかにしていく。 

 研究方法としては、東京高等師範学校の訓導として附属小学校で教えていた萬福直清の著作である『小

學尋常地理歴史理科教授法要義』寶文館 （明治 40 年７月）と『小學校理科實驗法 博物編』寶文館
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（明治 41 年６月）の二冊の図書及び萬福が『教育研究』の雑誌に掲載したもののうち理科関連の三編

の研究論文「理科の直観教授につきて」（明治 40 年 11 月）「理科授業に於ける自然観察につきて」（明

治 41 年２月）「理科授業に於ける自然観察につきて（つづき）」（明治 41 年３月）の記述をもとに、解

剖する生物の種類と目的及び解剖と生命尊重との関係に注目し分析し整理する。 

 

１．明治40年～明治44年までの尋常小学校における理科教育の背景 

 板倉(2009)をもとにこの時代の尋常小学校の理科教育の動きをまとめると、明治 19 年以来高等小学

校にのみあった教科「理科」が、明治40年(1907）の小学校令の改訂によって、尋常小学校の義務教育

年限が２年延長され６年制となりその、務教育の尋常小学校５、６年に教科「理科」が設立される。明

治43年（1910）「小学校令施行規則」により、教師用書が検定制から国定化される。また明治36年（1903）

以来国定教科書制度は成立しているが、理科は児童用教科書の使用を禁止されていた。しかし児童用の

理科教科書である『尋常小学理科書（児童用）』が明治43年（1910）発行、明治44年（1911）より実

施している。 

 本研究で使用する主な資料は明治40年及び41年のものである。今まで高等小学校のみにあった「理

科」が明治 40 年に義務教育の２年延長に伴い尋常小学校５、６年に教科「理科」が新設されて、また

教師用教科書はまだ検定制であり、児童用教科書の使用は禁止されていた時代である。ただしこの数年

後の明治 43 年に教師用教科書の国定化、国定の児童用教科書が発行されている時代でもある。この児

童用の教科書を見る限り生体解剖をすべき内容は見当たらない。例えば、『尋常小學理科書第六學年兒童

用』（明治 43 年）の「十三 鮒」では、「鮒の體は紡錘形
つ む が た

して稍ひらたく、前面に鱗を被り、一枚づつ

の脊鰭・尾鰭・臀鰭及び一對づつの胸鰭・腹鰭を具ふ。鮒は體を左右に屈曲し、又は胸鰭・腹鰭を動か

して泳ぐ。體の形の紡錘形なるは水中を速に進むに適せり。頭の两側には鰓
えら

蓋
ぶた

に被はれて赤色の鰓あり。

鮒は絶えず口より水を吸ひて、鰓蓋の後緣にある鰓孔より之を出す。」（海後宗臣(1966)）と記述されて

いる。ここに示されているのは外部形態と泳ぎ方、えらの仕組みであり、解剖をしないと見ることがで

きない内部構造については触れられていない。 

 このような背景のもと、萬福は東京高等師範学校の訓導として附属の尋常小学校の５、６年で理科を

教える立場にあり、その立場から執筆した資料である。 

 

２．「生体解剖をし内部の様子を観察する動物の種類と観察事項」の中で示されている動

物の名称と目的とその内容 

 表１は『小學校理科實驗法 博物編』の「生体解剖をし内部の様子を観察する動物の種類と観察事項」

の中で示されている動物の名称と目的とその内容を分析しまとめたものである。 

 表１より、生体解剖をして内部の様子を観察する動物として、二枚貝としてカラスガイ或いはハマグ

リ、シジミ、魚類としてフナやコイなど、両生類としてカエル、鳥類としてニワトリ、哺乳類としてウ
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サギがそれぞれあげられている。目的とその内容について、二枚貝は貝殻からの外し方、魚類、両生類、

鳥類、哺乳類は基本的には呼吸器や内臓などの観察、哺乳類はさらに人身生理との関係での解剖がある

ことがわかる。また魚類では浮き袋の調節における体の比重の変化が扱われている。一般に海水魚に比

べ淡水魚は、浮力が海水に比べ淡水の方が小さいため、浮き袋が大きく観察しやすい。この点でコイや

フナのような淡水魚を解剖した方が浮き袋を破損することなくはじめてであっても発見しやすいことが

わかる（註２）。 

 しかしこれらの動物をどの授業でどのようにして行ったのかついては記述がないため定かではない。 

 
表１ 「生体解剖をし内部の様子を観察する動物の種類と観察事項」の中で示されている動物の 

名称と目的とその内容 

動物の

名称 
カラスガイ（或は、ハマグリ、

シジミ） 
魚類（鯉鮒等） 両生類 

（カエル（註１）） 
鳥類（鶏） 哺乳類 (兎) 

目的と

その内

容 

解剖―カラスガイを解剖する

のには、先づ介殻の間に、小

刀の柄を挿入して、これを少

しく開き、小刀の柄の平なる

先端、又は他の平らたきもの

を以て、片方の外套を介類よ

り離し、又、閉殻筋をも同じ

方法を以て介殻より離せばよ

ろしい。しかするときは、介

は自然に開ける。そして、介

殻に着きたる儘、暫時微溫湯

に入れ置くときは死するので

ある。併し、殺さずとも別に

差支はないのである。 

解剖―魚類を解剖

して、左の要點を

示す。（１）脊柱―

脊椎骨。（２）筋肉

―之を煮て繊維を

示す。（３）鰾―背

骨の直下にある瓦

斯嚢にして、其の

伸縮によりて、體

の比重を增減して

浮沈を為す。（４）

鰓―呼吸器。（５）

心臓―循環器。

（６）消化器。 

解剖―解剖して

内臓を観察せし

む。 

鶏を解剖し

て、其消化

器、呼吸器、

循環器を観

察せしむべ

きである。 

解剖教材とし

ては、兎を宜

しとす。そし

て、其の骨骼

内臓等に關し

ては、茲に其

の説明を略

す。実際の教

授に臨んで

は、須らく、

後章、人身生

理の部を参照

すべきであ

る。 

 

３．文部省編纂『尋常小学理科書』中に於ける観察実験の要項に示されている動物の種類

と実験事項 

 表２は萬福が『小學校理科實驗法 博物編』の中で示した教師用書である文部省編纂『尋常小学理科

書』中に於ける観察実験の要項の中から、生体解剖する可能性のある動物の種類と実験事項の観点から

分析しまとめたものである。 

 表２に示したように、尋常小学理科書中に於ける観察実験の要項として第三課、第五課、第十三課で

それぞれ二枚貝、イカ、フナの解剖が示されているのみである。 

 二枚貝では形態を観察するため、イカは頭部及び胴部の形状を観察するため、フナは浮き袋、ヒレ、

消化管、心臓を観察するために行われていることがわかる。また解剖以外ではそれぞれ習性や泳ぎ方な

ど生きた動物を観察することも含まれている。そのためできるだけ生きた動物を入手し観察しその上で
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解剖する必要があったのかもしれない。 

 

表２ 文部省編纂『尋常小学理科書』中に於ける観察実験の要項に示されている動物の種類と実験事項 

課及び

動物の

名称 

六年  
第三課 二枚貝 
（一時間） 

六年  
第五課 いか 
（一時間） 
 

六年  
第十三課 鮒 
（二時間） 
 

実験 
事項 

二枚貝を解剖し、又は、

水を宛てたる瓶中に放

ちて、左の部分を観察

実験す。 
一、形態 
（イ）殻―位置、靱帯。 
（ロ）肉質部―軟體、

外套膜、鰓、足、肉。

柱、消化器 
二、習性―歩行の状態、

食物を捕食する状態 
三、棲所概ね水底の泥

砂中。 

いかを解剖して、左の諸點を實見せしむ。 
一、形状 
頭部―眼、口、十本の足、疣。 
胴部―嚢状、内臓、胸と頭の間に隙間あり、

漏斗管、鰭、堅甲、墨嚢。 
ニ、習性―(イ)海中に棲み、鰭を以て、巧に泳

ぐ状態。 
（ロ）足にて、小動物を捕ふる状態。 
（ハ）口中に鳶の嘴に似たる嚙食器あり。 
（ニ）海水は、間隙より入り、漏斗管より出

ず、而して、その反動にて疾走す。 
（ホ）敵に遇えば、漏斗管より墨汁を噴出す。 
（ヘ）いかは廔々體色を變す。 

鮒を瓶中に游泳せし

めて、左の諸點を観察

せしむ。 
一、鮒の外観、頭部―

眼、鼻、口。鰓孔、鰓

蓋、鰓。鰭―脊鰭、尾

鰭、腹鰭、臀鰭。 
  胸鰭。側線。 
ニ、運動法 
鮒を解剖して、左の諸

部を観察せしむ。 
 鰾、鰭、膓、心臓。 

 

 表１と表２を比較すると、表１と表２に共通に示されているものとして、二枚貝とフナ、表１では示

されていないが、表２では示されているものにイカ、表１では示されているが表２では示されていない

ものにはハ虫類（カエルなど）、鳥類（ニワトリなど）、哺乳類（ウサギなど）がそれぞれあげられる。 

 それでは、表１では示されていたものの、表２の「文部省編纂『尋常小学理科書』中に於ける観察実

験の要項」に示されていないハ虫類（カエルなど）、鳥類（ニワトリなど）、哺乳類（ウサギなど）の動

物解剖はどこで行われる可能性があるのか。 

 表１の「哺乳類（兎）」の「目的とその内容」の中に「人身生理の部を参照すべきである」とある。人

身生理的教材ではどのように動物解剖を位置づけていたのであろうか。  

 

４． 生体解剖と人身生理的教材との関係 

 表３は『小學尋常地理歴史理科教授法要義』の中に示されている「人身生理的教材の取扱」の内容で

ある。 

 表３より、解剖的教授の教材として、自分または他人の体、人間に近い動物、人体模型や絵図、黒板

に図を描いたものをそれぞれ用いることが示されていることがわかる。そして「（ロ）哺乳類、鳥類の如

く、人類に近きものを實地解剖して、直観せしめ、以て、比較想像せしむること」のように、人体のか

わりに比較的人間と近い動物を用いて人身生理的教材としてウサギやニワトリなどの哺乳類や鳥類が利

用された可能性があることがわかる。 
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表３ 「人身生理的教材の取扱」の内容 

第一、解剖的教授 

（イ）自己、又は、他人の身體に就き、直観し得べき點は、直観せしめ、或は、外部より位置を示し、或

は、教師の指揮に依りて、児童各自に、指頭、若しくは、他の方法を以て、位置を探らしめ、或は、

想像せしむる等、出来得る限り、自己、若しくは、他人の身體に就き、観察せしむること。 

（ロ）哺乳類、鳥類の如く、人類に近きものを實地解剖して、直観せしめ、以て、比較想像せしむること。 

（ハ）人體模型、及、繪畫を示して想像せしむること。 

（ニ）教師、黒板上に略畫を描きつつ説明し、想像せしむること。此の法は、大要を理會し、記臆せしむ

るには、頗る有効なるものなり。 

 

５． 動物解剖と生命尊重との関係 

 生命尊重の態度育成を目的として動物解剖をするような記述は見られなかった。また苦痛を与えない、

使用する数を最小限にするなど動物倫理の立場からの配慮も見られなかった。しかしこの当時自然を愛

する心情を育成することが謳われていたはずである。自然を愛する心情を育てることと生体解剖をする

ことの間にはどのような整合性があったのであろうか。 

 「自然界に關する智識は、自然界の眞的方面の精神活動を起す基礎であって、同時に、感情的活動の

内容ともなるものであるから、美的、善的方面の精神活動の基礎ともなるのである。」（萬福(1908)a, 

68-69）から、自然界に関する知識が自然界の真的精神活動及び美的、善的精神活動の基礎となると考

えている。「詩的観察」や「道徳、及び宗教的観察」は「共に、情的に傾き、且つ、其の観察は主観的に

失し、且つ獨斷的に流るるを免れぬ。從つて、理科教授上、未だ自然観察の主位に立たしむることが出

来ぬのである。」というように美的な価値や善的な価値を観察から得ることはあくまで主観によるのであ

り、理科においての自然観察の主目的にはならないとしている。あくまで各自の境遇や運命によって異

なるのである（萬福(1908)b、萬福(1908)c）。生命尊重の根拠がそれぞれの人が持つ真的、美的、善的な

どの価値意識よって支えられている（註３）とすると、萬福(1908)c が言う「萬人歸一」で「絶對不變」な

自然界の知識である真的価値がさらにその基盤になっていると考えることができる。したがって生き物

を採集したり解剖したりして知識を得ることすなわち生命に対して真的な価値意識を築くことが生命尊

重の基礎になっており、このことはこの当時の教則第七条に示されている「理科ハ通常ノ天然物及自然

ノ現象ニ關スル知識ノ一班ヲ得シメ其ﾉ相互及人生ニ對スル關係ノ大要ヲ理會セシメ兼テ観察ヲ精密ニ

シ自然ヲ愛スルノ心ヲ養フヲ以て要旨トス」（萬福(1908)a,19）の中の自然を愛する心を養うための方法

論と一致しているように思える。すなわち自然物及び自然の現象に関する知識の一端を知り、相互作用

及び人間生活に対する関係を理解し、同時に観察を精密にすることをやって自然に対する知識そして世

界観をもつことで、自然物や自然の現象に対して美や善といった正の価値意識（註４）が生じるといった考

え方である。 
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 また萬福は理科教授の目的を「正當なる世界観を作りて、迷信を打破し、思想を健全ならしめ、物質

的開化社會を理解せしめて、道徳的意志を實現せしめ、日常的に必須なる知識技能を授けて、實際の生

活を容易ならしめ、自然の眞美に對する愛好崇敬の念を喚起して、円満なる感情を養成し、以て、品性

を高潔ならしめ、人格を高尚ならしめんとする」（萬福(1907)b）ためとし、「不完全なる智力、危険なる

感情」ではその目的を達することができないとしている。自然界に関する知識をもとにした正当な世界

観が道徳的価値意識や美的価値意識の基盤になっているととらえていることがここからもわかる。 

 換言すれば、自然に対する知識及びそれを備えた世界観こそが自然を愛する心の源泉になるのである。

このようにとらえれば、生命尊重や自然保護などを直接とりあげたり、倫理的な配慮をあえてしたりす

る必要がなかったと考えることもできる。自然に対する知識をもつことで美的感覚や倫理的感覚が生じ

るのである。しかし現代では自然に対する知識を持っているはずの自然科学者が必ずしも生命や環境に

対して倫理的な配慮ができるわけではないこと、新たに生じた倫理的課題に対して対応できるわけでは

ないことは生命倫理学や環境倫理学が必要とされる時代であることからも周知の通りである。これらの

ことからその時代の自然に対する知識観が生命尊重に対する配慮や態度育成の考え方にも影響を与える

ことがわかるであろう。 

 

６．まとめ 

（１） 小学校で生体解剖しうる動物の種類は、カラスガイ（ハマグリ、シジミ）、フナやコイ、カエル、

ニワトリ、ウサギが考えられる。 

（２） 実際には二枚貝、イカ、フナの解剖を尋常小学理科書の観察実験の要項の中に位置づけている。 

（３） 観察実験の要項として位置づけられてはいないが、比較的人間と近い動物を用いて人身生理的

教材としてウサギやニワトリなどの哺乳類や鳥類が解剖に利用された可能性がある。 

（４） 動物解剖と生命尊重との関係について直接記述はない。しかし自然の知識が基盤となって、生

命に対する善的感情や美的感情が主観的に生じるととらえていたと萬福の理科教授の目的等の記

述から解釈できる。 

 以上より、二枚貝、イカ、フナは人体と比較するためではなく、それらの動物そのものを知るための

手段として生体解剖が位置づけられていたのに対し、ウサギやニワトリは人体の内部を想像するための

手段としても生体解剖が位置づけられていたと考えられる。したがって動物の形態・分類と人身生理の

育成が動物解剖の目的であったと言えるであろう。 

 またこの当時、魚の解剖にフナやコイが用いられた一つの要因としては浮き袋が大きく観察しやすい

ためであったと考えられる。そして生きた動物を解剖する必然性としては、その動物が生きているとき

の習性も観察させて、外部形態と合わせてその動物そのものを教授しようとする意図があったと思われ

る。 
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おわりに 

 萬福の考えを取り入れて作られた同時期の明治４１年に出版された寶文館編輯所が編纂の「毎時配當

小學理科教授の實際」（寶文館編輯所(1908)a～d）（註５）がある。そこでは、二枚貝やフナの解剖の教授案が

具体的に示されている。また人身生理の教授案も示されている。今後はこれらのものをさらに分析し他

の資料と比較しながら明治後期の尋常小学校における理科の解剖教授の特徴について明らかにしていき

たい。 

 

註 

（註１）言葉でカエルという表記はないが、カエルの解剖図が示されている。 

（註２）実際には何度か解剖したことがあればアジやサバでも浮き袋は容易に発見しとりだすことは可

能である。このように海水魚の中でも多くの硬骨魚類は浮き袋をもっており利用可能である。また

浮き袋は肺から進化した相同器官であるため、進化上まだ肺を獲得していない無顎魚類や軟骨魚類

は浮き袋をもっていない。 

（註３）理科教育における生命尊重の根拠と価値の関係の詳細については鈴木(1996)を参照のこと。ま

た本論文では物体や事象に内在している（又は内在していると読み取れる）ものを価値、各人が構

築する価値を価値意識として区別して使用している。萬福も自然界に関する知識と自然界の真的精

神活動を区別しており、前者が真的価値、後者が真的価値意識に対応する。 

（註４）正の価値意識が美や善だとすれば負の価値意識は醜や悪である。 

（註５）萬福は『小學校理科實驗法 博物編』の中で「寶文館の編纂員諸氏が、多少私の意見を酙酌し

て、編纂したもの…（略）…」と記しており、また各『毎時配當小學理科教授の實際』の中でも観

察実験（博物編）は萬福の『小學校理科實実驗法 博物編』を参考にするように記されている。 
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