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要　旨

　就学前から小学校低学年くらいまでにあたる年少の子どもは、動物概念として「動物」イコール哺乳類

ととらえている傾向がある一方、動物概念を深化させるためには、どの動物を選ぶかよりも特定の動物を

長期にわたって自ら進んで飼育している状態を生み出すことの方が大切であると指摘されている。した

がって長期にわったって自ら進んで動物を飼育するために、動物の寿命を考慮し子どもと関わらせる動物

選びをすることの大切さ及び動物飼育と様々な動物の観察を包含的に実施することの大切さ、さらには動

物寿命を考慮に入れたペットロスの問題をそれぞれ考察し、生活科における動物の寿命を考慮した長期に

わたる飼育の授業の事例を示した。

キーワード：生活科、動物概念、動物の寿命、学校飼育動物、ペットロス

はじめに

　生活科においては、動物を継続して飼育すること
が教科の内容となっており、そのため、小学校１年
及び２年の２年間にわたって継続して何らかの動物
を飼育することになる。しかしどのような種類の動
物を飼育すべきかについては特に指定はされていな
い。小学校の飼育小屋にいるウサギやニワトリを使
用する他に例えば池野（2010）のモルモットを飼育
する事例や自然科学教育研究所（1998）のようにテ
ントウムシやダンゴムシ、カタツムリを育てる事例な
どもある。
　戦前の大正末期から昭和10年代頃までには、多く

の小学校には飼育小屋が設置されウサギやニワトリ
が飼育されるようになっていった（註１）。鳩貝（2004）
は平成13年度～ 15年度に実施された全国調査の
分析結果から、小学校の88％が哺乳類や鳥類を飼
育していたことを示しており、そのうちウサギが約
79％、ニワトリが約66%を占めていることを明らか
にしている。また獣医師である中川（2008）の「感
情をみてとれる哺乳類や愛玩鳥」の中で特定された
動物を「長く飼育して愛着を培」うことで命の大切
さを養えるとした考えも取り入れられ、ウサギやニ
ワトリは小学校で飼育し生活科で用いる中心的な動
物の種類となっていった。
　一方で飼育小屋がない小学校や飼育小屋があっ
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ても使用されていない小学校が多くあることも事実
である。
　このような問題意識のもと、生活科で継続して飼
育する動物はウサギやニワトリが本当に適切である
のか。なぜ、金魚や昆虫の継続的飼育ではいけない
のか。今までウサギやニワトリが飼育小屋にいたか
らそれらの動物たちを利用しなければならないとい
う歴史的負荷責任を一端相対化し、根本から検討す
る時期であると思われる。

１．動物概念が意味するもの
　ケアリー（1994）は、就学前から小学校低学年く
らいまでにあたる年少の子どもは動物概念の中に人
を含まない場合や動物概念イコール哺乳類しか含
まれないことがあることを指摘している。すなわち、
前者は年少の子どもは動物の中に人を包含せず、動
物と人とをそれぞれ別の概念ととらえる傾向にある
ことを、そして後者は動物概念の中には哺乳類のみ
が含まれており、魚や昆虫は動物概念の中に含まれ
ていないことを意味している。
　このような傾向はオズボーン＆フライバーグ

（1988）でも示されており、次に示すそれぞれの動
物を「動物」と認識しているのは、人は５～６才で
は約20%、７～８才では約30%、ミミズは５～６才
では約50%、７～８才では約30%、クモは５～６才

では約45%、７～８才では約25%となっている。ミ
ミズ及びクモは昆虫類ではないが、無脊椎動物とい
う分類では昆虫の仲間により近い仲間として分類さ
れることを考慮に入れるとケアリーの指摘と一致す
る（註２）。
　このような指摘を受けて教育で行うべきことは

（１）共通した動物の特性を内在化していく動物概
念自体の深化、及び（２）動物概念の中に人や魚、
昆虫等も包含させることの２つの方向があると思わ
れる。
　また稲垣（1995）によれば「かなり長期間にわたっ
て自ら進んで金魚を飼育するという経験を通じて、
幼児は金魚についての事実的・手続き的知識を獲得
するだけではなく、…（略）…金魚に対するメンタ
ルモデルつまり一種の概念的知識も獲得することが
多い」ことを指摘している。すなわち金魚概念を用
いて他の動物を類推することができるようになるこ
とを示している。この研究より、どの動物を選ぶか
よりも特定の動物を長期にわたって自ら進んで飼育
している状態を生み出すことの方が大事であること
がわかる。一方で他の動物と出会わなければ類推で
きる場面も生まれないため、動物概念の育成のため
には子ども達は多くの動物と出会う必要があること
もわかる。

表１　身近な動物の寿命
寿　命 備　考

カブトムシ 成虫は２～３か月（越冬しない） 幼虫は越冬する
クワガタムシ 成虫は１年以上 幼虫は越冬する

幼虫から関わることで３～４年飼育することが
可能。成体の場合オオクワガタの種類によるが
成体も数年（２～４年）は生存する可能性が高い。

メダカ １年以上 但し飼育下では数年（３年程度）生存可能
カメ 20年以上 ミシシッピアカミミガメなどの水棲ガメは20年

から30年くらい、陸ガメは50年以上
ニワトリ 10年くらい 小型種であるチャボだと４から５年くらい
ハムスター １から２年くらい

ウサギ ５から７年くらい
モルモット ５から７年くらい
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２．動物概念の深化―長期にわたり自ら進んで飼育
することで大切に育てることができるような動物
選び－

　子ども達が長期にわたり飼育するとしてもそれぞ
れの動物には寿命がある。ただしその寿命を把握す
ることでクラスや学校での飼育の世話を通して動物
の一生を子ども達に体感させることができる。
　表１はそれぞれの動物の寿命を示したものであ
る。なおウサギなどの哺乳類及びニワトリ（チャボ
を含む）の寿命に関しては日本初等理科教育研究会

（2000）、カメの寿命に関しては霍野晋吉（2003）、メ
ダカの寿命に関しては月刊アクアライフ（2007） 、カ
ブトムシ、クワガタの寿命に関しては江良達雄（2006）
を参照にした。
　表１をまとめると、カブトムシのような成虫が１年
未満しか生息できない昆虫の利用、幼虫である期間
が多年であるものも含めて多年生息できる可能性が
ある昆虫の利用、大切に育てれば１年以上生息でき
るメダカ、およそ２年間で成長からお別れまでが教
材となりうるハムスターの利用、およそ６年間で成
長から高齢期の世話、お別れまでが教材となりうる
ウサギやモルモット、チャボの利用、そして卒業後
もかなり長い間生息できることを前提としたカメの
利用がありうることがわかる。
　上記の１つ又は２つ以上を組み合わせて子ども達
自らが長期にわたり進んで飼育の世話を行う環境づ
くりが必要になってくる。

３．昆虫概念や魚類概念、学校飼育動物以外の動物
等を動物概念に包含すること

　昆虫概念や魚類概念等を動物概念に包含するた
めには子ども達は特定の動物を長期にわたって進ん
で飼育し特定の動物概念を身に付けるだけでは体験
が不足しており、さまざまな動物と出会い、それぞ
れが持つ動物の特性である捕食、子ども達の目線か
ら言えば「餌を食べる」という共通性を見出す必要
がある。
　したがって生活科の内容である「動物を飼育する

こと」と「身近な自然の観察として動物（昆虫等）
を観察すること」はセットでなされるべきである。
　例えばドイツのハノーバーに生物教育センターと
いうものがある（写真１～写真３（註3））。ここでは昆
虫を含めた節足動物を主とした無脊椎動物からニワ
トリやハムスター、ウサギ、ヤギなどの脊椎動物が
飼育されており、子ども達がこのセンターに継続的
に体験や学びに来ることもできるし、学校への貸出
しも行っている。またセンターや学校において実施
可能な動物のプログラムも提供されている。
　学校への動物レンタルでは子ども達に動物を飼育
する責任は育たないという批判があるが、さまざま
な動物と出会い、さまざまな動物に興味をもち、動
物概念を包含する役割としては大事な取り組みと言
える。
　ただし特定の動物を大切に育てた経験とさまざま
な動物との出会い・観察することは両輪でなければ
ならない。

写真１　�ドイツ・ハノーバーの生物教育センターで
日本人の高校生に対して授業をしているヨ
ルク氏

写真２　�土の生物を探すプログラムをしている様子
と土中生物の分類表
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４．生活科にペットロスの問題

　大切に動物を育てるほど問題となるのがペットロ
スの問題である。
　教育アンケート調査年鑑編集委員会（2016）の中
で「ペットとのお別れに関する調査」（アイペット損
害保険会社）において、一般の15才から69才のペッ
ト（イヌ、ネコ）を亡くした経験を持つ人を対象と
した調査ではあるが、１か月未満ではあるが調査対
象者の約半数がペットとお別れしたあとに体に現れ
る不調がでることが示されている。ただし「ペット
を飼って良かった」と思う人は約88パーセントであ
り、悲しみを癒すきっかけとしてもっとも多かった回
答は新しいペットを迎えることであった。この調査
は犬や猫を飼育した経験のある一般の人が対象では
あるが、子ども達にとっても大切に育てた動物を失
うことは同様のことが起きる可能性があり、教育上
でのペットロスの克服プログラムの作成も必要とな
るであろう。
　鈴木（2014）の中に示されているが、スピース＆
ブレント（1984）の子どもの死の概念の「死の普遍性」

「死の不可逆性」「無機能性」及び「因果関係」を含
ませたデジタル紙芝居である「ウサギのみみちゃん」

（「ウサギのみみちゃん」は東京未来大学の卒業生で
ある小泉彩香が2014年に製作したものである）があ
る。子ども達が大切にしていたウサギが死んでしまっ
たことを題材にしたものである。死は誰にでも起こ

ること、死は一度起きたら生き返ることはないこと、
死によって動かなくなることという３つの科学的に
正しい概念を伝えること、及び悪いことをしたから
天罰として死んだといった行為と死の因果関係（科
学的には正しくないが広く子ども達がもつ死の概念）
はないことを伝えることが含まれた教材となってい
る。
　高橋（2015）は、このデジタル教材を用い、将来
保育士・幼稚園教諭・小学校教諭を目指す学生に調
査したところ、「子どもに『死』を教えるということ
の難しさを感じている」学生がいることを指摘して
いる。寿命を考慮したうえでカメを選択せず、他の
動物を飼育すれば意図的に死を教えることも避けて
通れないだろう。

５．生活科での動物の寿命を考慮した指導の例
１）カメの寿命の特性を活かした生活科の授業
　カメを教材とする場合には20年以上の付き合いが
必要となる。クラスではなく学校で責任をもって長
年にわたって飼育が必要となる。ペットロス問題よ
りも、どう長年にわたってカメを育てていくのかのシ
ステムづくりの方が大切となる。１、２年で２年間
飼育したらまた１年生へ引き継ぐことが継続して行
われることになるだろう。
　生活科としては、カメの成長を題材として先輩た
ちが育てていたころのカメの写真や動画の披露や卒
業生が集って「カメ生誕10周年祭をしよう」などが
行えるのが特徴である。
　ただし、カメはある程度の専門的な知識をもった
大人がいないと衛生、食事、環境整備、冬眠対応
などで無意図的な動物虐待となってしまうことがあ
りえる。「動物の愛護及び管理に関する法律」上で
はカメは飼育していればウサギ（イヌやネコを含む）
やニワトリと同様の法的な飼育義務が生じることに
なるからである。
　このような活動と並行して、さらにザリガニやコイ・
フナ・金魚の飼育経験や餌上げ体験を子ども達がす
る中で、それらの生き物と例えば水陸性のかメの餌

写真３　�生物教育センターで飼育されている動物の
一例
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との共通点・相違点等に気が付いていき、動物概念
をより深めていくことができるだろう。
２）半年間大切に育てたカブトムシの飼育を生かし
てメダカの世話をする授業

　カブトムシの成虫は越冬せず必ず秋には死んでし
まう。そのカブトムシを育てた成功・失敗の経験を
踏まえて他の動物を飼育する方法がありえる。
　メダカは大切に育てれば１年以上飼育できること
もあるので、「カブトムシロス」が起こっているうち
にメダカを飼育する方法がありうるだろう。ただし
カブトムシの卵がある場合は引き続きカブトムシの
幼虫を育て命のつながりも体験させることが重要で
ある。
　加えて、野生のカブトムシの主たる餌となる樹液
に集まる他の動物を実際に観察することやメダカの
餌を食べる他の動物を考えることなどを通して、共
通する餌を食べる動物という視点から動物概念がさ
らに深まっていくことが期待できる。

おわりに

　本稿は、生活科で用いる動物の種類を主に寿命と
いう観点から検討し、動物利用の可能性を考察した
ものである。寿命を意識して動物を選べば意図的な
生と死の教育を行うことができると思われる。一部
教材や指導の例は示したがまだまだ十分ではない。
現在行われている先端の取り組みを総合化し、教
師にとって無理のなく、児童にとって有意義であり、
動物にとって快適な飼育を行い、生活科における継
続的な動物飼育ができるような可能性をさらに探っ
ていきたい。

（註）
註１　例えば鈴木（2015）によって昭和10年代前半に

は小学校地図の中に飼育舎があることが示されてい
る。

註２　無脊椎動物の中でもミミズは環形動物、クモは節
足動物であり昆虫も節足動物であることから、クモの
傾向と昆虫の傾向がより類似している。

註３　これらの写真１から写真３は2008年８月に選択
授業「人間と環境」の担当者として高校生を塩瀬治氏
とともに引率し訪問したときに撮影したものである。
高校生達はドイツのトリアにある森の幼稚園の視察や
環境都市フライブルクにおける環境意識インタヴュー
調査を経て、ハノーバーの生物教育センターで授業に
参加している。なおフライブルクでの取り組みについ
ては尾崎ら（2009）、ランブレヒトら（2009）にまと
められている。
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