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昭和初期の理科教育における学校飼育動物の位置づけ
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要約

昭和初期における理科の位置づけとして、1. 飼育動物の必要について、(1) 動物の形態や習性などを理解するための観点、(2)

自然に対する親しみを育成するための観点、(3) 動物愛護の精神や博愛、同情などの道徳的心情を養うための観点、(4) 観察

材料の入手の容易さという観点の四つの観点があった。2. 飼育動物の種類を決める主な理由としては、(1) 飼育にかかる経費
が少ない、(2) 飼育が容易、(3) 病気になりにくいという三点があげられていた。またセキツイ動物のうち剥製標本で代用が

示されておらず、生きた動物を授業で用いなければならないものとしてカエル、ニワトリ、フナが挙げられていた。この当
時の学校の様子として、昭和初期の投書から、小鳥やニワトリなどを飼育するのは当たり前になってきたことは推察できる。
飼育動物が理科の中で昭和初期にまた注目されてきた理由として例えば、教育界全体の中での郷土教育の高まりが一つの要
因として考えられる。
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はじめに
小学校においてウサギやニワトリを意図的に飼育し始めたのがいつ頃からなのかははっきりとはしていな
い。明治 37 年（1904）に棚橋源太郎が滋賀県の学校園を視察した際、土山高等小学校では学校園の中のニ
ワトリを時には潰して用いることや水口高等学校学校・実業補習女学校ではニワトリを教育上にも利用して
いるという記述がある（棚橋，1904）。前者ではニワトリを利用しているが食用としてであり、後者は教育
上利用しているとあるが具体的にどのように使用していたのか示されておらず、そもそも小学校ではない。
東京高等師範学校附属小学校では明治 41 年（1908）の数年前からクラス単位でウサギを飼育していたとい
う松田良蔵の記録がある（松田，1908）。その中で学校園経営の価値として「児童をして自ら植物を培養せ
しめ理科教授及び国語科事物教授の際に用いる教授の不備を補い、植物発育の順序、培養の方法並びに其生
態等を熟知せしむるに足ればよいのである」とし、学校の中で植物を栽培し授業に利用することを奨励して
いる。しかし一方で植物の栽培利用は段々盛んになってきているが、動物の飼育とその利用に関してはほと
んど普及していないことも指摘している。松田はさらに明治 40 年（1907）に小学校令が改正され尋常小学
校 5、6 年に理科が設置された（註 1）のを受け、文部省開催の師範学校教育科講習会の実地授業研究の中で飼
育しているニワトリを利用した尋常小学校５年用の理科の授業案や授業の様子を残している（松田，

1909）。大正２年（1913）には『新学校園』の中で学校園の一部として動物の飼育を位置づけている（松田，
1913）。
この当時の学校園の展開について、例えば、東京都北区の学校成立史の中に明治 38 年（1905）に日露戦
争に勝った記念として予算がつき、明治 44 年（1911）までに３校に、大正元年（1912）までにはさらに 4
校に学校園がつくられた経緯が記されている。このように日露戦争と関連して予算がつけられ各地で学校園
が普及しつつあったことがうかがえる。しかし学校園の主たる目的は植物の栽培であり動物を飼育している
例は当時はほとんどみあたらない（註 2）。
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以上より、明治末期から大正初期においては学校園は普及してきたが、ニワトリやウサギなどの動物の飼
育はあまり行われていなかった。一方で文部省開催の師範学校教育科講習会において飼育しているニワトリ
を用いた理科の教授案が示されていることからこれから普及させ理科の授業で用いようとしていることがわ
かる。
松田の理科におけるニワトリの教授案以降、教育雑誌や図書の中でニワトリやウサギを用いた理科の授業
に関する記述は昭和初期まではほとんどみられなくなった。そこで本論では昭和初期の教育雑誌や図書、教
科書に注目して昭和初期の理科教育における学校飼育動物の位置づけを検討する。
なお、「学校飼育動物」を教育の目的の下で飼育利用されている動物を指すこととし、本論では主にニワ
トリとウサギを対象とする。

１．
『設備の参考活用の指針 理科環境の新経営法』
及び
『新理科教室の設備と経営
（博物編）
』
の中にみられる理科教育における飼育動物の位置づけ

理科教育の立場から飼育動物について詳細に記述があるものとして、昭和 5 年（1930）発行の『設備の参
』」が
考活用の指針 理科環境の新経営法』と昭和 8 年（1933）発行の『新理科教室の設備と経営（博物編）
ある。そこでそれらをもとに理科教育における飼育動物の位置づけを分析した。
なお、
『設備の参考活用の指針

理科環境の新経営法』を『新経営法』
『新理科教室の設備と経営（博物編）
、
』

を『設備と経営』と略し以下表記する。

（1）飼育動物の必要性
飼育動物の必要について次の４つの点が少なくともあった（表１参照）
。
ア

動物の形態や習性など
形態や習性などを教えるときには直接見て、飼育した方が口で説明したり絵で説明したりするよりも効

果的であるという点（『新経営法』、『設備と経営』
）
イ

自然に対する親しみ
植物の栽培よりもより子どもにとって親しみを持ちやすいという点（
『新経営法』
）

ウ

道徳的心情
動物愛護の精神や博愛、同情などの道徳的心情を養えるという点（
『新経営法』
、
『設備と経営』
）

エ

観察の材料の入手の容易さ
『設備と経営』
）
いつでも観察の材料が入手できるという点（

（2）飼育動物の種類を決める主な理由
飼育動物の種類を決める主な理由としては、飼育にかかる経費が少ない（
『新経営法』
、
『設備と経営』
）、
。
飼育が容易（『新経営法』、
『設備と経営』）、病気になりにくい（
『設備と経営』
）の 3 点があった（表 2 参照）

（3）松田良蔵の主張との比較
明治後期から大正初期に理科で用いる飼育動物について検討している松田の記述と比較する。鈴木（2010）
の中で松田の動物を飼育する目的がまとめられている。そこでは、
「植物と同様に動物の発達の順序、飼育
の心得、習性、生態などを熟知させて標本本来の不備な点を補うこと」や「道徳的な情操を育てたり、自然
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表 1 飼育動物の必要性に関する記述
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表 2 飼育動物の種類を決める主な理由に関する記述
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に親しませたりできる点」が示されている。また「イエウサギは性格が穏やか、人に慣れ易い、習性の観察
に興味がわくものが多い、飼育の方法が容易、繁殖しやすく他からも得やすい」と示されている。したがっ
て『新経営法』、『設備と経営』で示されたものは昭和初期にはじめて考えられたものではなく、すでに松田
によって明治後期から大正初期にほぼ示されていたものである。しかし昭和初期には異なる著者が示してい
ることから学校飼育動物について理科教育関係者の間で共通の考えが持たれるようになってきたと考えるこ
ともできるであろう。
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2．昭和初期の尋常小学理科書（教師用）に見られる動物の種類と飼育する可能性のある動
物の種類

動物の種類と飼育する可能性についてこの当時の教科書ではどのように扱われていたのであろうか。表 3
は昭和 6 年（1931）発行の尋常小学理科書（教師用）の目次の中から学年別に動物を抜き出したものである。
表 3 昭和 6 年発行
➠ᄿᏕᖳ

尋常小学理科書（教師用）の目次に見られる動物
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ࢼࠉࢻ࣏ࢤࠉᯓㇽࠉ࢙ࣄࠉ࢜ࢼࠉ࣐ࢩࣤࢤࠉ࢜ࢰࢵ࣑ࣛࠉ࣐࣐ࢫࠉ࢜ࠉ
ࢰࢤࠉࢠࣚࢣࠉࢮ࢟ࣤࢲࣔࢠࠉࢦࣤࢥࠉ࣒࢜ࣤ

表 3 のうち、特にセキツイ動物（註 3）の中で具体的な記述があり、生きた動物を授業の中で扱うと考えられ
るのは次の通りである。
第四学年
カエル

カエルの変態はあらかじめ卵を採集してこれを水中に養い置き、時々生徒に観察せしむべし。

ニワトリ

この課は生きたるニワトリを用いて教授するを可とす。又あらかじめ翼又は尾の大いなる羽毛

を集め置き、これを生徒に分かちて示すべし。ニワトリの習性及び卵については生徒各自をして便宜観察せ
しむべし。
アヒル

この課の教授には生きたるアヒルを用うるを可とすれども、剥製標本を用うるも可なり。

第五学年
スズメ

この課の教授には生きたるスズメを用うるを可とす。されど剥製標本を用うるも可なり。スズメ

の習性は生徒各自をして便宜観察せしむべし。
フナ

フナはこれを養い置きて、その習性を便宜のとき生徒に観察せしむべし。

カメ

この課の教授には生きたるイシガメを用うるを可とす。されどその剥製標本を用うるも可なり。

表 4 はこれらの動物それぞれについての剥製標本の利用の可否を明らかにしたものである。
表 4 剥製標本の使用の可否
ᵾᮇࡡྊྫྷ
࢙࢜ࣜ



ࢼ࣠ࢹࣛ



ࣃࣜ

ې

ࢪࢫ࣒

ې

ࣆࢻ



࣒࢜

ې
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表 4 の分析からもわかるように、アヒル、スズメ、カメに関しては、剥製標本のみを利用して授業を行っ
てもよいことになっている。しかしカエル、ニワトリそしてフナにはその記述がない。したがってカエル、
ニワトリ、フナに関してはそれらの動物を実際に飼育し育て授業に用いる必要があることがわかる。
なお、ウサギに関しては理科教科書の目次にすらなく、目次掲載されるようになるのは昭和 10 年代後半
の国民学校期になるまで待つことになる。

3．飼育動物の利用 ーニワトリを例にしてー
ニワトリを例にして具体的な内容を表 5 に示す。この課の中の例えば習性の「にわとりは左右の脚を代る
代る動かして地上を歩み又は走る。主に穀物を食とし、又爪にて塵・土などをかき散らして虫をさがし出し、
これを食う。食物は嘴にて拾い取り、これを呑込む。にわとりは時々土・砂を浴びて羽毛の虫を拂い落す。
」
といった内容は剥製ではなく生きたニワトリを観察しないとわからないものである。

4．昭和初期の小学校の飼育動物の実態が分かる記述
表 6 は昭和 6 年（1931）の雑誌『帝国教育』の中に投稿された文章である。
表 6 より、昭和初期には学校の中で小鳥やニワトリなどを飼育するのは当たり前のようになされていたよ
うである。しかし一方で飼育管理についてはずさんであり、現実としては教育的な意図のもと飼育動物を利
用していた学校は少なかったのかもしれない。

5．小学校理科で飼育動物が昭和初期に再度注目された理由は何か
大正の初期以降あまり理科の中で注目されてこなかった飼育動物がなぜ昭和初期にまたわずかながら注目
されてきたのであろうか。
昭和 3 年（1928）に発行された山根の『自然科教授の実際的研究』では大阪府堺市殿馬場小学校の尋常科

1 学年から 3 年までの「自然科」の教授案が示されており、その中の「動物飼育配当表」によると第二学年
で「兎、おたまじゃくし、蛙、みの虫」を飼育することになっており、実際に「児童の動物飼育」として写
真が示されている。また、木全（2007）の研究より、滋賀県の島小学校では昭和 5 〜 6 年（1930-1931）か
ら動物飼育が始まったことになっているが実際にはそれ以前の卒業生（1 〜 3 年前）でも、鶏、兎、七面鳥、
緬羊、豚の飼育経験を述べており、動物飼育はもう少し以前から行われていたことがわかる。さらに「当初
兎は一人の子どもが持ちこんだことがきっかけとなって、愛玩用として飼育されていた」とあるようにウサ
ギを学校で飼育するきっかけが教師側ではなく子ども側にあった場合もあることがわかる。
これら二つの例から理科の授業及び学校園の導入がきっかけとなったのではなくそれとは別に、低学年の
授業や子どもからの持ち込みによって結果として学校でウサギやニワトリが飼育されるようになってきた
ケースもあることがわかる。
教育界全体としては教育の郷土化に注目が集まってきている時期でもある。例えば昭和 6 年（1931）に「教
育研究」（初等教育研究会）の中で、教科の中での郷土教育について検討されている。理科も例外ではなく
堂東、岸、橋本がそれぞれ理科教育の郷土化について検討している（註 4）。このことによって今までになかっ
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表 5 昭和 6 年発行

尋常小学理科書 4 年（教師用） 第二十七課

にわとり

こ᪠
ᐓ⚲ࡡୌౚ࡛ࡊ࡙࡞ࢂ࡛ࡽࡡᙟឺ࣬⩞ᛮཀྵࡦࡐࡡ༵࡞ࡗ࠷࡙ᩅ࠹ࠊ
‵ങ
࡞ࢂ࡛ࡽࠊࡐࡡኬ࠷ࡾ⩒ࠊ
ᩅ㡧
ୌࠊᙟឺࠈ࡞ࢂ࡛ࡽࡢࡐࡡ⓮ࡡአ㟻࡞ኣࡂࡡ⩒ẗࢅ⏍ࡋࠉࡆࡿ࡞࡙⿍ࢂࡾࠊ⩒ẗ࡞ࡢୌᮇࡡ㍀࠵ࡽ࡙ࠉࡐ
ࡡᮇࡢ⓮࡞ࡂࡈࡈࡽࠉ㍀ࡡ୦ഁ࡞ࡢኣࡂࡡẗࡡዯࡀࡵࡡᐠ࡞┞୩ࡦ࡙ப࡞࠾࠾ࡽྙ࠷ࠉࡵୌᯓࡡᯀࡡ
ዯࡂ࡞ࡿࡽࠊ⩒ẗࡡኬࡀࡈࡢ⛸ࠍ࡞ࡊ࡙ࠉࡐࡡⰅࡵ⛸ࠍࡽࠊ
㢄ࡢᑚࡈࡂࡊ࡙ࠉࡐࡡ๑᪁࡞୕ୖࡗࡡ▯ࡂᇻࡀი࠵ࡽࠊཾ࡞ࡢ୕ୖࡡიࡡ㛣࡞⯁࠵ࡽࠊࡈࡿṉࡊࠊ
㢄ࡡᕞྎ࡞ࡢ╉࠵ࡽࠊ╉ࡡᚃ᪁࡞ࡢ⪝ࡡᏇ࠵ࡽࠊ୕ࡡიࡡᮇࡡᕞྎ࡞㰧ࡡᏇ࠵ࡽࠊ㢄ࡡ୕ഁ࡞ࡢ⩒ẗ࡞⿍
ࢂࡿࡉࡾୌࡗࡡ㌶ࡀ⣒Ⰵࡡࡵࡡ✲ฝ࡚ࠉ㢄ࡡୖഁ࡞ࡢࡆࡿ࡞జࡒࡾࡵࡡࡗᆱࡿࡒࡽࠊࡆࡿ➴ࡡ⣒Ⰵࡡࡵ
ࡡࡢ㞕࡞࡙ࡢኬࡀࡂࠉ㞜࡞࡙ࡢᑚࡈࡊࠊ㢍ࡢ⩒ẗ࡞࡙ཉࡂ⿍ࢂࡿࡒࡾⅥ࡞▯ࡂずࡹࡿࡵࠉ㛏ࡂࡊ࡙⮤⏜
࡞᭜ࡾࠊ㖙ࡢ⏊ࡓኯࡊࠊᑹࡢ▯ࡂࡊ࡙ࠉࡆࡿ࡞ኣࡂࡡኬ࠷ࡾ⩒ẗ࠵ࡽࠊ㞕ࡡᑹ࡞ࡢ㛏ࡀ⩒ẗ࠵ࡽ࡙ࡐ
ࡡኣࡂࡢୖ᪁࡞᭜ࡿࡽࠊ
⬏ࡡ๑㒂࡞ࡢᯓࡡ⩴╌ࡄࡽࠊ⩴࡞ࡢኣࡂࡡኬ࠷ࡾ⩒ẗ࠵ࡽࠊ⩴ࡢᢙ␒ࡲࠉཧࡢఘࡊᗀࡃࡾࡆ࡛ࢅᚋࠉ
ᖏ࡞ࡢࡆࡿ࡞࡙⬏ࡡᕞྎཀྵࡦ୕ഁࢅさ࠹ࠊ
⬦ࡢᮇ࠵ࡽ࡙⬏ࡡୖഁ࡞╌ࡄࡽࠊ⬦ࡡ࡞ࡢᮇࡡ๑࡞ྡྷ࠻ࡾ㛏ࡀ㊉࡛ୌᮇࡡᚃ࡞ྡྷ࠻ࡾ▯ࡀ㊉࡛࠵ࡽࠊ
㊉ࡡ࡞ࡢኯࡀ∆࠵ࡽࠊ⬦ཀྵࡦࡐࡡ㊉ࡢ⟿࡞࡙ᑿࡲཧఘࡩࠊ㞕ࡡ⬦࡞ࡢ㊉ࡻࡽࡵ୕ࡡ᪁࡞᭞࡞ୌᮇࡡᑞࡿ
ࡾ∆࠵ࡽࠊ㞜ࡡ⬦࡞ࡢࡆࡡ∆ࡊࠊ
ࠊ⩞ᛮࠈ࡞ࢂ࡛ࡽࡢᕞྎࡡ⬦ࢅࡾࡾິ࠾ࡊ࡙ᆀ୕ࢅṄࡲཧࡢ㉦ࡾࠊ࡞✈∸ࢅ㣏࡛ࡊࠉཧ∆࡞࡙ሶ࣬
ᅰࢅ࠾ࡀᩋࡼࡊ࡙ࢅࡈࡊฝࡊࠉࡆࡿࢅ㣏࠹ࠊ㣏∸ࡢი࡞࡙ᣘ࠷ཱིࡽࠉࡆࡿࢅ࿌㎰ࡳࠊ࡞ࢂ࡛ࡽࡢ
ࠍᅰ࣬▹ࢅᾆࡦ࡙⩒ẗࡡࢅ࠷ⴘࡌࠊཧᑹࡡᮇࡡ୕ഁ࡞࠵ࡾୌࡗࡡࡡዯࡀࡵࡡࡻࡽࠉἔࢅฝࡊࠉࡆ
ࡿࢅი࡞࡙⩒ẗ࡞ሧࡽ࡙⩒ẗࡡࡿࡒࡾࢅ├ࡊࠉཧ⩒ẗࡡỀ࡞ࡾࡾࢅ㜭ࡃࠊ
࡞ࢂ࡛ࡽࡢᪿࡻࡽ㣣ࢂࡿࠉࡻࡂெ࡞㤾ࡾࠊ⩴ࡢᘽࡂࡊ࡙ࠉ㐪ࡂ㣍ࡩࡆ࡛⬗ࢂࡍࠊ⫏ཀྵࡦ༵ࡢ⨶࡞ࡊ࡙㣬
ฦࢅኣࡂྱࡲࠉ㣏⏕࡛ࡾࠊ
ࠊ༵ࠈ࡞ࢂ࡛ࡽࡡ༵࡞ࡢࠉᇻࡀṾࡡහഁ࡞⏊ࡓࡀ⭯࠵ࡽ࡙༵Ⓣࢅໜࡲࠉ༵Ⓣࡢୌࡗࡡ⌣ᙟࡡ༵㯜ࢅᅑ
ࡴࡒࡽࠊ༵㯜ࡡ㟻࡞ࡢୌࡗࡡⓉࡂ୷ࡀⅤ࠵ࡽࠊ༵の࡞ᢢࡀῺࡴࡼࡾࡿࡣࠉࡆࡡⓉࡀⅤࡢḗ➠࡞ኬࡀࡂ
ࡽࠉᙟࢅንࡋࠉ㐑࡞㞦࡛ࡾࠊࡆࡡ㛣࡞༵㯜ཀྵࡦ༵Ⓣࡢ㣬ฦ࡛ࡊ࡙⏕࠷ࡼࡿࠉ㐑࡞ࡢ↋ࡂࡾࠊ㞦ࡢṾࢅ
◒ࡽ࡙ฝ࡚ࠉの࡞㝮࠷࡙㣭ࢅịࡳࠊ
ᴣᣋ
࡞ࢂ࡛ࡽࡢ⩒ẗ࡞࡙⿍ࢂࡾࠊ㢄࡞ࡢ୕ୖࡡიࠉᕞྎࡡ╉࡛⪝ࡡᏇ࡛㰧ࡡᏇ࡛࠵ࡽࠊ㢄ࡡ୕ഁ࣬ୖഁ࡞ࡢ㌶
ࡀ⣒Ⰵࡡࡵࡡ࠵ࡽࠊ㢍ࡢ⮤⏜࡞᭜ࡾࠊ⬏࡞ࡢᯓࡡ⩴࡛ᮇࡡ⬦࡛╌ࡄࡽࠊ⩴ཀྵࡦᑹ࡞ࡢኬ࠷ࡾ⩒ẗ࠵
ࡽࠊ⬦࡞ࡢᄿᮇࡡ㊉࠵ࡽ࡙ࠉࡐࡡ࡞∆࠵ࡽࠊ㞕ࡡ⬦࡞ࡢ㊉ࡻࡽࡵ୕ࡡ᪁࡞᭞࡞ୌᮇࡡ∆࠵ࡽࠊ
࡞ࢂ࡛ࡽࡢᪿࡻࡽ㣣ࢂࡿࠉࡻࡂெ࡞㤾ࡾࠊ㐪ࡂ㣍ࡩࡆ࡛⬗ࢂࡍࠊ࡞㞟✈ࢅ㣏࡛ࡊࠉཧࢅ㣏࠹ࠊ
࡞ࢂ࡛ࡽࡡ⫏ཀྵࡦ༵ࡢ㣏⏕࡛ࡾࠊ༵࡞ࡢ୯࡞༵Ⓣ࡛༵㯜࡛࠵ࡽࠊ༵㯜ࡡ㟻࡞ࡢୌࡗࡡⓉࡀⅤ࠵ࡽࠊࡆࡿ
㞦࡛ࡾᡜࡽࠊ
Ἰណ
ࡆࡡㄚࡢ⏍ࡀࡒࡾ࡞ࢂ࡛ࡽࢅ⏕࠷࡙ᩅࡌࡾࡆ࡛ࢅྊ࡛ࡌࠊཧࡴ⩴ཧࡢᑹࡡኬ࠷ࡾ⩒ẗࢅ㞗ࡴ⨠ࡀࠉ
ࡆࡿࢅ⏍ᚈ࡞ฦࡔ࡙♟ࡌࡊࠊ
࡞ࢂ࡛ࡽࡡ⩞ᛮཀྵࡦ༵࡞ᑯ࠷࡙ࡢ⏍ᚈ⮤ࢅࡊ࡙౼びᐳࡎࡊࡳࡊࠊ
ങ⩻
࡞ࢂ࡛ࡽࡡ༵ࡢ㐄㛣ῺࡴࡼࡾࡿࡣᏞࡽ࡙㞦࡛ࡾࠊࡆࡡⅥ࡞ࡢ㐲ᙔࡾ㞜࡞༵ࢅᢢ࠾ࡊࡴࠉཧࡢᏞ༵ჹ
ࢅ⏕࠹ࠊ༵࡞ࡢ↋⢥༵࡛⛘ࡊ࡙ࠉῺࡴࡼࡾࡾࡵᏞࡼࡉࡾࡵࡡ࠵ࡽࠊ
࡞ࢂ࡛ࡽ࡞ࡢኣࡂࡡဗ⛸࠵ࡽ࡙ࠉ⫏⏕࡞㐲ࡌࡾࡵࡡࠉ༵⏕࡞㐲ࡌࡾࡵࡡࠉᢢ༵⏕࡞㐲ࡌࡾࡵࡡ➴࠵ࡽࠊཧ
យ⋭⏕࡛ࡌࡾࡵࡡࡵ࠵ࡽࠊ

た地域の産業としての飼育動物と関係して理科教材として取り上げられる可能性が示されたのである。
また昭和 7 年（1932）に出版された郷土教育連盟『郷土教育運動』の中に家畜を主とした飼育動物の「郷
土学習案」
（表 7）が含まれている。この学習案が直接理科にどう影響を与えたのかについては定かではない。
しかし教育界の中で大正期に学校園の普及や理科以外の低学年の活動を通して広がったと考えられる学校飼
育動物が、昭和初期までには、理科教育の郷土化とともに、再度広がっていったのではないかと思われる。
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表 6 和歌山 SK 生の投書の内容（昭和 6 年「動物飼育」『帝国教育』第 590 号）
⏍∸ࢅ៧ࡿࡳ࡛࠾ࠉⰹ⾙ᚨࢅ⫩ࡂࡳ࡛࠾ࠉໂຘ⢥♼㣬ᠺ࡛࠷࠹⌦ࡡୖ࡞Ꮥᰧ࡚ᑚ㫵ࢅ㣣ࡖࡒࡽࠉ㭔ࢅ
㣣ࡖࡒࡽࠉ㩶ࢅ㣣ࡖࡒࡽࠉᑠኬࠍⓏ࡞㔕⨲ࢅ㣣ࡖ࡙࠷ࡾᏕᰧ㡶ࡾኣ࠷ࠊයࡡ⩻ᐳⅤ୩ࡦ࡞ᐁ⾔ࡡ╌ᡥ
࠷࠷යࡡᐁ㝷ࢅぢ࠾ࢂࢆ࠾㡶ࡾᐨᚨࡌࡀࡵࡡ࠵ࡾ࡛⪲ࡂࠊ
ิࡴࡢ㟻Ⓣࡂ࡙ྫྷࡐࡡ㟻ⓉࡈࡢỬࡊ࡙๑エࡡ┘Ⓩ࡞࠵ࡼࡉࡾញᛄ࡞ㄇࢂࡿ࡙ࠉࡷࢆࡷ࡛ᝃࡦࡗࡗ഼ࡂ
ࡄࡿࡵᬳࡂࡌࡾ್࡛ᛨࡌࡾࠊᩅᐄහ࡞㣣ࢂࡿࡒᑚ㫵ࡢ᭑࡞ࡢධࡂ㣭ࡵ㈌࠻࠷࡚ୌ୯ႉࡁⱖࡊࡳ
࡛࠾ࡷࠊࡆࡿࡋࡶ⏍∸ࢅ៧ࡿࡳࡆࢀ࠾⏍∸⹚ᙽࡋࡶࠊᰧࡢໂຘ⢥㣬ᠺࡡⅥ࡞༎ᩐ⩒ࡡ㭔ࢅ㣣ࡖ࡙ᙔ␊
⏍ᚈஹ࡚㣣ࡖࡒࡼࡊ࠷ࠊ࠷ࡗࡡ㛣࡞ࡷࡼᚸࡿࡼࡿ࡙ኬࡀ㭔ࡆࡂࡽ࡛ࡿ࡙⏍࡞ྌ㈈ࡈࡿࡒ࡛⪲
ࡂࠊ
࠷ࡷࡵ࠹ࡐࢆࡆ࡛ࡢ࠵ࡽ࠹ࡔࠊᩅဤ⮤㌗࡞ໂຘࢅᑕࡩ⢥♼ࡂࡊ࡙ᙁ࠷ࡒᡜ࡚࠾࠾ࡐࡿฝᮮࡾ
ࡵࡡ࡚࠷ࠊ࠷ࡂࡼᙔ␊㈈௴⩽ࢅࡗࡄ࡙ࡵᩅᖅࡌ࡙ࡡ㈈௴ࢅᨲᲘࡊ࡙⤂ࢂࡖ࡙ࡢୖ⏍ᚈ഼ࡂ㐠⌦
࠷ࠊ㈈௴⩽ࢅシࡄࡒ࠾ࡼ࡛னࡖ࡙ᩅᖅࡢࡆࡿ࠾ࡼධࡂ㞫ࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡢ࡞ࡐࡡ⢥♼࡞ࡵ࡛ࡾࠊ
࠷ࡷࡆࡿࡢᑚࡈ࠷⏍∸ࢅ⫩ᠺࡌࡾ┘Ⓩ࡚ṽࡊ࡙࠷ࡾࡡࡓࠉ┷࡞ெ㛣ᩅ⫩࡞࠹ࡊࡒ㢦జⅤ࡚ࡵ㉫ࡊ
࡙ࡢኬንࡓࠊᯕࡒࡊ࡙ࡆࡿࡂࡊ࡙㐛ࡇࡊ࡙࠷ࡾࡓࢀ࠹࠾ࠊ㡶ࡾᏭ࡚ࡼ࠷ࠊ

今後の課題
昭和 10 年代には低学年理科として自然の観察が誕生しその中に「兎」が、四年から六年までの理科とし
て尋常科理科から初等科理科となりその中に「兎ノセワ」
、
「鶏ノセワ」がそれぞれ課として示されている。
理科としては小学校の国定教科書中にウサギが課として挙げられること、課の中に世話が入れられることは
初めてのことである。今後は国民学校誕生前後の昭和 10 年代に焦点化し学校飼育動物の理科教育における
位置づけの変化と実践事例の特徴を中心にその当時の社会的背景と合わせて検討していきたい。
註
（註 1）明治後期から大正にかけての教科書制度を板倉（1968）の年表（450-458）よりまとめると、明治

36 年（1903）に小学校令が改正され国定教科書制度が成立し、その中で理科は児童用教科書の使用は
禁止されていたが、明治 43 年（1910）に小学校令施行規則が改正され理科も児童用の国定教科書がつ
くられることになった。大正 8 年（1919）には小学校令施行規則の改正によって尋常小学校の 4、5、6
年に理科が置かれるようになった。児童用教科書は大正 10 年（1921）に 4 年用が出版され年を追って
順次各学年が刊行された。
（註 2）明治後期から大正初期までの理科に学校飼育動物が導入される過程については鈴木（2010）が詳しい。
（註 3）無セキツイ動物では、カイコやタニシを飼育する必要性が記述されている。
「政策的」に教育に導入されたとある。
（註 4）郷土教育は岸（1931）によれば「天下り式」
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表 7 昭和 7 年発行

郷土教育運動

郷土学習指導方案

第二編

各学年月次郷土学習案

ᑖᖏୌᏕᖳ 㢗ᮞ ࡄࡵࡡ
᪠ ິ∸ࡡ⛸㢦୩࡞ᐓ⏾ࡡᛮឺ⩞ᛮ➴ࠍ࡞㛭ࡌࡾびᛍࢅᩒ⌦ࡊࠉࡐࡡெ㛣࡛ࡡ㛭౿ࢅ▩ࡼࡎࡾࠊ
Ꮥ⩞㡧
㸝㸞㒋ᅰ࡞᪂ࡄࡾິ∸ㄢᰕࠊ
㸝ࣞ㸞㒋ᅰ࡞᪂ࡄࡾᐓ⏾ࡡ⛸㢦࡛ຝ⏕ࠊ
㸝ࣀ㸞ᐓ⏾ࡡយ㆜ࠊ
ཱི᪁
㸝㸬㸞ᐓ⏾ࡡ㣣⫩࡛យ㆜࡞㛭ࡊ࡙ࠉඡ❲࡞Ⓠ⾪ࡎࡊࡴࠉ㊂ࡌࡾࡆ࡛ࠊ
ິ∸យ㆜㓖㐕㜭Ḿఌࡡࡆ࡛ࠊ
ິ∸ࡡ㛣࡞⾪⌟ࡎࡼࡾࡾのᏄ㛣ࡡយ࡞ࡗ࠷࡙᭯びᛍࢅᩒ⌦ࡌࠊ
㸝࢛ࣕ∭࡛Ꮔ∭ࠉ⊗ᖅ࡞ᡬࡒࡿࡒの⊯ࡡヨࠉ
ࡐࡡ㸞
ᑖᖏᏕᖳ 㢗ᮞ 㫵
᪠ 㒋ᅰ࡞᪂ࡄࡾ㫵㢦ࡡ⛸㢦ཀྵࡦࡐࡡ⏍Ὡ≟ឺࢅㄢᰕࡊࠉ
ࡐࡿ㒋ᅰெࡡ⏍Ὡ࡞ࢆ㛭౿ࢅࡵࡖ࡙࠷ࡾ࠾ࢅ▩ࡼ
ࡎࡾࠊ
Ἰណ
ᑚ⚲យ㆜ࡡᛍࢅ㣬࠹ࡆ࡛࡞Ἰណࡌࡊࠊ
ᑖᖏᏕᖳ 㢗ᮞ ິ∸ࡡ㣣⫩
᪠
㣬㭔ࠉ㣬㨮ࠉ㣬⺃➴ິ∸ࡡ㣣⫩࡞ࡻࡾ⏍⏐ᴏࡡ≟ឺ୩࡞ࡐࡿ࡛㒋ᅰ⏍Ὡ࡛ࡡ㛭౿ࢅྨࡊࠉ᭞࡞ࡐࡡⓆᒈࢅ゛ࡾ࡞ᅹ
ࡾࠊ
Ꮥ⩞㡧
㸝㸞ິ∸㣣⫩ࡡᐁㄢᰕࠊ
㸝ࣞ㸞㒋ᅰ࡛ິ∸ࠊ
㸝ࣀ㸞⏍⏐ᴏ࡛ࡊ࡙ࡡ㣣⫩ິ∸ࠊ
ཱི᪁
㸝Ϩ㸞ᐁᰕࠊ
㸝㸞ඡ❲ࡡᐓᗖ࡞᪂ࡄࡾᐁࢅၡ➽ࡊᴣᛍࢅᚋࡒ୕ࠉᆀ༇ࢅฦࡊฦᅫ࡞ࡻࡾㄢᰕࢅ⾔࠹ࠊ
㸝ࣞ㸞ㄢᰕ㡧 ⚲⊿㨮ㇽ➴࡞ฦࡔࠉយ⋭⏕࡛ᐁ⏕࡛࡞༇ฦࡌࡾࠊ
㫵 យ⋭⏕ ࠾ࡽࡷࠉ┘Ⓣ͐ ➴ࠊ
ᐁ⏕
㭔ࠉ㟻㫵ࠉ㫸ࠉ㭐 ➴ࠊ
⊿ យ⋭⏕ ≗ࠉ⊟ࠉ⊯ࠉࣛࢪ ➴ࠊ
ᐁ⏕
∭ࠉ㤷ࠉ⨲ࠉ㇔ࠉ⦁⨲ ➴ࠊ
㨮 យ⋭⏕ 㔘㨮࣭㩶 ➴ࠊ
ᐁ⏕
㩶ࠉ㩤ࠉ㪢 ➴ࠊ
 យ⋭⏕ ᮿ࣭ἑ㮭 ➴ࠊ
ᐁ⏕
⺃ࠉ㣏⏕⺮ࠉⷾ⏕⺤ ➴ࠊ
௧୕ࡢࡐࡡୌ⌔ࢅ♟ࡊࡒࡵࡡࠉྎ࡞‵ࡋ㒋ᅰࡡᐓ࡞ᑯ࡙ࠉࡐࡡᩐ㔖ࠉ⏐㧏➴ࢅㄢᰕࡌࡊࠊ
㸝ࣀ㸞㣬⺃ᆀࠉ㣬㨮ᆀࠉ∶ሔ➴࡞᪂࡙ࡢࠉ⣟⏐ᴏⓏずᆀࡻࡽࠉࡐࡡ⛸ืࠉ᪁Ἢࠉ⤊㈕ࠉຘງࠉ⏐㢘➴࡞ࢂࡒࡽ࡙◂✪
ࡎࡊࡳࡾࠊ㎨ᮟࡡሔྙࡢࠉᴏ࡛ࡊ࡙ࡡ⨲㇔㭔➴ࡡ⏍⏐㢘ࢅྨࡌࡾࠊ
㸝㸧㸞㒋ᅰ࡞᪂࡙ࡢࡐࡡ୯ర᭩ࡵኣ࠷࠾ࠊరᨶᑛ࠷࠾➴ࡡ㒋ᅰⓏࢅྨࡊࠉࡐࡡⓆᒈࡡྊ⬗ྊ⬗➴࡞ࡗ࠷࡙
ゞ㆗ࡌࡾࠊ
Ἰណ
ې㭔ࡓࡄ࡞ࡗ࠷࡙リࡊࡂㄢᰕࡎࡊࡳࡾࡵྊࡽࠊ
㣣⏕㭔ࡡ⛸㢦ࠉᩐ㔖ࠉ㞜㞕ࡡืᩐࠉ⏐༵ᩐࠉ⏐༵ࡡ⏕㏭࣭㣏࠹࠾࠹ࡾ࠾࣭㣣⫩ᩩ㣣⫩⩽➴ࠊ
ېᑚ⚲ᑚິ∸ࡢᙸࠍᢖᶭⓏ࡞Ὦ⾔ࡌࡾ࠵ࡽࠉ㒋ᅰ࡞᪂࡙࠾ࡗ࡙ኰ➴࠵ࡽࡊ࠾ྫྷ࠾ࡡྨ࡛ᢀึࠊ
∸ິې㣣⫩ࡢᑚぜᶅࡡᴏ࡛ࡊ࡙రฌ࡞ࡵࡳࡂࡵࡡࡽࠉᏕᰧ࡞᪂࡙ࡢࠉኰࠍ㐲ᙔ࡞㣣⫩ࡊࠉᏕᖳࡡ㧏ୖ࡞ฦࡖ࡙㣣
⫩ᙔ␊ࢅシࡄࠉࡿࢅୠヨࡎࡊࡳࡾࢅྊ࡛ࡌࠊౚ࠻ࡣୌᖳ࡞࢜ࢻࣛࣕࠉᖳ࡞ࣛࢪࠉᖳ࡞㭔ࠉᄿᖳ࡞㩶ࠉᖳ࡞㇔ࠉ
ඵᖳ࡞⦁⨲ࠉ㧏➴⛁࡞∭㤷࡛ன࠹ዯࡊࠊ∭㤷ࡡዯࡀࡵ㎨ᮟ࡞᪂࡙ࡢ㣣⫩ࡌࡾ᪁ᩅ⫩Ⓩ౮ೋ࠵ࡾࡊࠊ
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