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大正後期の成城小学校における飼育動物を利用した理科授業の特徴 
―ニワトリの授業を事例として― 

鈴木 哲也 

Characteristics of Science Teaching Using School Animals with Seijo Elementary School in the Late  

Taisho Era: A Case of Lessons of Chickens 

Tetsuya Suzuki 

 

要約 

本研究は大正後期における成城小学校で行われた飼育動物を利用した理科授業の特徴をニワトリの

授業を事例として明らかにすることを目的とした。その結果、大正後期の成城小学校では理科教科書中

では昭和１０年代に内容となるニワトリの飼育がすでに理科授業として行われていたことが明らかにな

った。一方、明治後期から受け継がれてきた授業内容であるニワトリの形態や習性は直接授業の中で教

えるのではなく、飼育活動を通して子ども自らに気づいてもらいたいという意図があったことを指摘し

た。 
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はじめに 

小学校では学校飼育動物を獣医師との連携でよりよく教育に利用していこうという動きが盛んにな

ってきている。しかしそもそも多くの小学校になぜ飼育小屋があり、なぜウサギやニワトリが飼育され

ているのか、また理科授業の中でどのように利用されていたのか等について鈴木の一連の研究（鈴木

(2010）、鈴木(2012)a、鈴木(2012)b、鈴木(2014)a)はあるものの、歴史的にはまだ解明されているとは

言えない。具体的には一連の研究では明治後期～大正前期、昭和初期、昭和１０年代の理科における飼

育動物の利用を対象としておこなわれており、大正後期についてはまだ解明されていない。 

本研究では、理科の中で行われている飼育動物を利用した授業のうち、大正後期に焦点をあて、理科

授業の中で飼育動物を扱っている成城小学校の記録をもとに飼育動物を利用した理科授業の特徴を明ら

かにしていくこととする。その際、多くの時代でニワトリを題材とした理科指導案が共通に発見されて

いるため、ニワトリを中心に分析を行っていくこととする。 

成城小学校は大正６年に沢柳政太郎によって創られた学校であるが、理科の教科課程上の一番の特徴

は低学年理科が実施されていたこと、すなわち第一学年から理科があったことである（註１）。 

理科はこれまで高等小学校でのみ行われていたものが明治４０年の小学校令の改正により尋常小学

校第五学年から実施されていた。そして大正８年の小学校令の改正により尋常小学校第四学年から実施
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されるようになった。理科が実施される学年は段々と下がってきたが尋常小学校第一学年～第三学年で

は通常理科はまだ行われていなかった時代なのである。 

 

１．研究目的 

大正後期に行われていた成城小学校の飼育動物を利用した理科授業の特徴をニワトリを事例として

明らかにする。 

 

２．研究方法 

（1）成城小学校の理念や実践が多く記載されている『教育問題研究』（創刊年である大正９年～１５

年まで）を対象とし理科と飼育動物（哺乳類または鳥類）の内容が記載されている文献を検索

する。 

（2）検索した文献を用い、理科における飼育動物の目的と飼育動物の種類、飼育動物を用いた理科

指導案の内容を分析する。 

（3）飼育動物（ニワトリ）を用いた理科指導案の特徴を、明治４２年の松田良蔵の指導案、昭和６

年『尋常小学理科書四年（教師用）』の指導案、昭和１８年『初等科理科二教師用』の指導案と

比較し分析する。 

 

３．結果と考察 

（1）『教育問題研究』における文献の年代とタイトル 

表１は『教育問題研究』における文献の年代とタイトルを中心に執筆者と主な飼育動物が扱われてい

る内容を示したものである。 

 

 表１ 『教育問題研究』における文献の年代とタイトル 

年代 タイトル 執筆者 主な飼育動物が扱われている内容 

大正１２年 尋常一年の

理科 

谷騰 尋一理科教材 

学校の飼兎 

学校の鶏  

理科室の小鳥 想思鳥、カナリヤ  

文鳥、ベニスズメ等 

理科室の魚  

金魚、鮒、鯉 

メダカ、ウナギ等 

飼育箱の毛虫青虫 

の飼育 

大正１３年 理科指導案

の研究 

落合盛吉 

谷騰 

日高栄 

動物飼育 尋五（梅組）鶏の飼育の指

導案 

大正１３年 飼育の理科 落合盛吉 各学年の飼育動物の種類、内容、方法

など 
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表１より次のことが確認できる。 

１）「尋常一年の理科」では教材としてウサギやニワトリ、小鳥、金魚やフナ、メダカなどの魚、昆

虫の幼虫などが示されている。 

２）「理科指導案の研究」の中には、尋常五年のニワトリの世話の授業案が示されている。 

３）「飼育の理科」では、学年ごとの飼育動物の種類や内容、方法などが記述されている。 

（２）理科における飼育動物を扱う目的と飼育動物の種類 

落合盛吉が示した尋常第一学年から第三学年までの低学年理科の飼育動物の目的と種類は表２の通

りである。 

  

表２ 「飼育の理科」の中で示されている尋常第一～三年学年までの飼育動物の目的と種類 

目的 種類 

尋常第一学年 

愛物を中心とした飼育 

 

尋常第二学年 

興味あるものを中心とした昆虫の変態等の

継続観察 

 

尋常第三学年 

多少動物の系統史的の考えを加えて下等な

ものも含め、観察を中心にして研究 

 

小鳥類、金魚類、其他家畜としての愛物 

 

 

虫類、魚類、小鳥類 

 

 

 

ヒル、イソギンチャク、水上の昆虫類水中

の動物類 

 

表２のように尋常第一学年～第三学年までは哺乳類や鳥類だけではなく、昆虫類など愛育とは別に子

どもが興味をもつもの、動物の系統といった視点からも理科における飼育動物の必要性が示されている。 

第四学年以上第六学年までに関しては、「第三学年以下の場合と大差はなく配列の如きも循環的でよ

いと思う」とし、「兎、鶏、小鳥、鮒、亀、蛙、イモリ、昆虫、蛇、蛭、サンゴ、イソギンチャク位」と

いった動物の種類をあげて、「小学校では先ずこれ等の動物の形態習性が充分研究できれば満足であると

思う」としている。 

このように尋常第四学年以上は基本的には第一学年～第三学年で用いた飼育動物を再度使いながら

形態・習性を中心に理科授業を行っていくことがわかる。 

表１で示したが、谷の尋一理科教材として示されている動物の種類とは一部異なっていることもわか

る。谷が示した「メダカ、ウナギ等」や「飼育箱の毛虫青虫の飼育」は落合では尋常第二学年の興味あ

るものを中心とした昆虫の変態等の継続観察と対応していると考えられ、教員間の差があった可能性も

考えられる。 
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（３）大正１３年 動物飼育 尋五（梅組）鶏の飼育の指導案の特徴 

１）本指導案の特徴の概略 

大正１３年 動物飼育 尋五（梅組）鶏の飼育の指導案は表３に示した通りである。 

 

表３ 大正１３年 成城小学校 尋五（梅組）理科「ニワトリの飼育」の指導案 

ニワトリはもともとインド地方で野山に住んでいた山鳥でした。それを人が飼うことにしたのは随分古い

ことで少なくとも三千年昔のことでしょう。 

我が国でニワトリを飼ったのは神代からのことで、源平時代には白と紅のニワトリを戦わせて、白が勝て

ば源氏に味方し、紅が勝てば平氏に味方するなど、自分の運命をきめたと言われています。又神のように清

いものとして神前に捧げたり、時を告げるから時計の代わりにしたこともあったということであります。 

今では世界中のどこでも飼われています。中でもアメリカは日本の二十倍、イギリスは三倍以上飼ってい

るそうです。 

卵の使い高はイギリス人が一人一年で約二百個、ヨーロッパの諸国が百個であるのに日本人は約に十個だ

そうであります。 

して見ると日本ではこれから後ニワトリの肉も卵も入目が増し従ってこれを飼うことも盛んになるであり

ましょう。私共がよくニワトリを知るには自ら飼うに如くはありません。これから一緒に飼うことにします。 

一、鶏舎（ニワトリの家）を作ること 

まず鶏舎（ニワトリの家）を作らねばならぬ。これは藤組に加勢してもらいましょう。 

１．土地は乾いて日あたりもよく風通しもよい所を選びください。 

２．運動の十分出来るように広いがよいのであるが、土地や材料の関係もあり、なるだけよいものを作りま

しょう。 

３．ニワトリはもともと野生のもので木の枝に休むくせがあるから止り木を作ってやりなさい。 

４．卵を産むから気持のよい巣箱も備えなさい。 

５．ニワトリは身体の清潔を保つため砂あびを好みます。それには浅い箱に砂や乾いた土を入れてやればい

いでしょう。 

二、ニワトリの世話 

 家禽を飼うことは有益なことであり、面白くて興味もあるものですが、それだけ面倒を見てやらねばなら

ぬ。第一ニワトリを可愛がって親切に世話してやらぬとニワトリもよく育たぬし、また大そう可哀想なこと

です。皆さんよく可愛がって飼いましょう。おおよそ次の注意が大切です。 

１、餌は穀物、青物、魚類が大切です。このほか消化をよくしてやるため小さい砂石をやったり、卵を産む

に必要なものとして貝殻を焼いたもの（特に卵を産む時期に必要）をやらねばならぬ。水は私共が必要

なように必要です。 

２、餌をやるのは毎日三度として朝登校したときとお昼と放課後に与えましょう。これはその日の当番の仕

事です。 

３、鶏舎は常に清潔にせぬと色々の病気にかかるから毎週火金の二回清掃をしてやりましょう。これもその

日の当番の仕事とします。なおニワトリの運動場は年一回位表面の土を入れ換えてやりたいのですが、

この仕事は春になってその時話しましょう。 

４、当番は十組に分け一組三名としましょう。皆さんでよいように組を作りなさい。その日のニワトリの世

話の責任者です。 

５、日曜や祭日の休みは小使さんや給仕に世話を私が頼んであげます。 

三、病の手当 

平常可愛がって親切に飼っておけば病気にかかることは少ないのですが全くかからぬわけにもゆきません。
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こんな家禽の病気はよく注意して観察していないと気付くことがおくれて、取返しのつかぬことになるから

日々の当番は余程注意をはらいなさい。もし病気にかかったことを知ったらすぐ手当を施さねばなりません。 

１、羽虫が出来たと思ったら蚤取粉を羽毛の中にふりかけ鶏舎はヘンノウ油で消毒すればよい。 

２、このほかの病気は先生や藤組と相談してはからいましょう。 

四、産卵についての注意 

成長したニワトリは普通毎日一つずつ卵を産む。しかし換羽期といって羽の代わるときと、就巣期といっ

て卵を数個産んだ後で巣の中座るとき卵を産みません。 

換羽期にはよい餌をやるなどして親切に取扱ってやると早く産むようになる。就巣期になったらニワトリを

冷たい土間の上において籠でもふせて数日餌を絶てば早くなおります。 

五、鶏卵の孵化 

ニワトリをふやすには卵を孵化して雛を育てねばならぬ。鶏卵の孵化は母鶏にさせるか又は人工孵化法と

いって機器で孵化するのである。人工孵化は、よくなれぬと出来ぬから私共は母鶏に孵化してもらいましょ

う。 

ニワトリは七つ八つより十五六卵を産むと巣について孵化するくせがあるから、年中何時でも孵化させる

ことは出来ます。 

しかし冬は寒くて育ちも悪いし世話も面倒ですから時候のよい春五六月に羽化させるが安全です。孵化に

ついての注意は次の通り。 

１、母鶏は毛深いものがよい。また老いたものがおとなしいからよい。 

２、母鶏がきまったらその羽毛を別けて蚤取粉をふって虫をとってやること。 

３、種になる卵は二、三歳になるニワトリの産んだもので、二週間以上たたない新しいものがよい。 

４、一個の母鶏には七つ八つから十四五の卵を抱かしむることが出来る。つまり母鶏の大きさや卵の大小等

によってきまる。 

５、母鶏が種卵を抱きはじめれば一日一度ばかり餌をとりに出る。だから巣の近くに餌をやるがよい。 

６、種卵は三週間位で孵化する。それで卵を温めはじめた日、孵化した日などは日誌に記入しておく必要が

ある。 

７、温めはじめてから五日目頃に卵を光にすかして見ると発育をはじめたのは不透明で、なおよく見ると網

のような血管が見える。もしこの時こんなことがなければ発育しないのだから選び出して腐らぬ中に食

用にしたほうがよい。 

六、雛の育て方 

こんな手数を経て孵化する。雛は実に可愛いものです。手の平にでものせてごらん。それこそ愛らしいも

のです。しかしそれだけ、か弱いもので余程注意して世話してやらぬと立派なニワトリにまで成長させるこ

とが出来ません。 

雛を育てる注意の重なることは、 

１、生れ出たばかりの雛は静かで弱々しいが一昼夜もすぎると元気になる。これまでは餌をやらぬがよい。 

２、二昼夜もたつと元気に歩き出すからこの時分から餌をやりなさい。この時の餌は卵を焼いたものをきざ

んでやったりパン屑や刻んだ肉をやるがよい。 

３、それから数日は米を砕いたものや青菜をやって胃をならし段々魚類や穀物をやりなさい。 

４、餌は一日数度やりなさい。水もやりなさい。 

５、雛は母鶏がついているから大して心配はないが暖にすぎたり、寒さにすぎぬように注意することが必要

です。また犬や猫に害されぬ用心も忘れてはならぬ。 

６、箱の中は不潔になりやすいから鶏舎の掃除と同時に清潔にしてやるがよい。 

７、雛が出来ると当番は仕事が多くなります。不備のないように努めて下さい。 

雛は百日位たつと独りで遊ぶことが出来るようになる。ニワトリの種類によって早いのは百五十日位で産
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卵するものもあるが多くは成長するまでに四五ケ月おそいものは八九ケ月かかります。また飼い方の善し悪

しでも異なる。 

皆さん出来るだけ親切に飼って大きな卵を産むのを楽しみに育ててやりましょう。 

注意 

○この案は長くいるからよく保存しておくこと。 

 

大正１３年の時点で成城小学校では尋常小学第五学年においてニワトリの飼育を理科の内容として

扱っていることが特徴である。 

○国定教科書中では昭和１０年代後半の国定教科書『初等科理科』がはじめてニワトリの飼育や世話

を理科の内容として取り入れたが成城小学校では少なくとも大正１３年には取り入れられていた。 

○尋常小学校の理科教科書中では「ニワトリ」の授業はあったがニワトリの飼育や世話が理科の内容

には含まれていなかった。 

以下これらについて詳細に見ていく。 

２）昭和１０年代後半の『初等科理科』の内容との比較 

国定教科書中では昭和１０年代後半の国定教科書『初等科理科』がはじめてニワトリの飼育や世話を

理科の内容として取り入れたが成城小学校では少なくとも大正１３年には取り入れられていた。 

それでは内容はそれぞれ同じなのであろうか。 

大正１３年成城小学校第五学年「ニワトリの飼育」の指導案と昭和１８年『初等科理科』第五学年「鶏

の世話」の教授案の流れの比較をすると、成城小学校の指導案では、ニワトリと人との関係、鶏舎づく

り、世話の仕方、病の手当、産卵についての注意、孵化のさせ方、雛の育て方が示されており、『初等科

理科』の教授案（資料１）では世話をするときの心掛け、餌の材料、一年間の世話の仕方、児童の課外

研究（孵化の様子、秋の餌）が示されており両者ともに世話の仕方や孵化について触れられており類似

している内容がみられる（表４）。 

 

表４ 大正１３年成城小学校第五学年「ニワトリの飼育」の指導案と昭和１８年『初等科理科』 

第五学年「鶏の世話」の教授案の流れの比較 

成城小学校 

第五学年  

ニワトリの飼育 

『初等科理科』 

第五学年   

鶏の世話 

ニワトリと人との関係 

鶏舎づくり 

世話の仕方 

病の手当 

産卵についての注意 

孵化のさせ方 

雛の育て方 

世話をするときの心掛け 

餌の材料 

一年間の世話の仕方 

児童の課外研究 

（孵化の様子、秋の餌） 
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一方で詳細をみてみると、成城小学校の方では鶏舎づくりや産卵についての注意、孵化のさせ方、雛

の育て方が詳細に示されている。また「日曜や祭日の休みは小使さんや給仕に世話を私が頼んであげま

す。」というように学校が休みの時の対応にまで触れている。『初等科理科』では餌の材料の中で貝がら

の類の調べ方がありそこで実験「砕いた貝がらと卵のからとを調べよう。」があり、餌に加える貝殻と卵

の殻が同一成分であることを理解させる内容が含まれている。 

ただし、疑問点としては成城小学校の指導案では第五学年が飼育小屋を作ることからはじまっている

が、飼育小屋を作ることにも理科教育的意図があったのかそれとも今まで飼育小屋がなかったのでこの

学年がたまたま飼育小屋から作るようになったのかについてはさらなる資料を調べる必要がある。前者

の場合クラスごとまたは複数クラスごとに飼育小屋を作ることになるからである。 

 

３）昭和６年教師用尋常小学理科書及び明治４２年松田良蔵の教授案との比較 

尋常小学校の理科教科書中では「ニワトリ」の授業はあったがニワトリの飼育や世話が理科の内容に

は含まれていなかった。 

明治４２年の松田の教授案や昭和６年の教師用書では、飼育や世話ではなく、習性や生態を中心にニ

ワトリの理科授業の内容が構成されている。以下詳細にみていく。 

表５は文部省（昭和６年）『第四学年教師用 尋常小学理科書』にみられる「にわとり」の授業内容

である。 

 

表５ 文部省（昭和６年）『第四学年教師用 尋常小学理科書』にみられる「にわとり」の授業内容 

教師用四年 尋常小学理科書 

第二十七課 にわとり 

要旨 

家禽の一例としてにわとりの形態・習性及びその卵について教う。 

準備 

にわとり。その大いなる羽。 

教授事項 

一。形態 

 にわとりはその皮の外面に多くの羽毛を生じ、これにて被わる。羽毛には一本の軸ありて、その本は皮

に深くささり、軸の両側には多くの毛の如きもの密に相並びて互にかかり合い、恰も一枚の板の如くになれ

り。羽毛の大いさは種々にして、その色も種々なり。 

頭は小さくして、その前方に上下二つの短く堅き嘴あり。口には上下の嘴の間に舌あり。されど歯なし。

頭の左右には眼あり。眼の後方には耳の孔あり。上の嘴の本の左右に鼻の孔あり。頭の上側には羽毛に被わ

れざる一つの軟き紅色のもの突出で、頭の下側にはこれに似たるもの二つ垂れたり。これ等の紅色のものは

雄にては大きく、雌にては小さし。頸は羽毛にて厚く被われたる為に短く見ゆれども、長くして自由に曲が

る。銅は甚だ太し。尾は短くして、これに多くの大いなる羽毛あり。雄の尾には長き羽毛ありてその先多く

は下方に曲れり。 

しい胴の前部には二枚の翼着けり。翼には多くの大いなる羽毛あり。翼は折畳み、又は伸し広ぐることを
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得、常にはこれにて胴の左右及び上側を覆う。 

脚は二本ありて胴の下側に着けり。脚の先には三本の前に向える長き趾と一本の後に向える短き趾とあり。

趾の先には太き爪あり。脚及びその趾は節にて屈み又伸ぶ。雄の脚には趾よりも上の方に更に一本の尖れる

爪あり。雌の脚にはこの爪なし。 

二。習性  

 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。又尾の本の上側にある一つの疣の如きものより、油を出し、これを嘴にて

羽毛に塗りて羽毛の乱れたるを直し、又羽毛の水に濡るるを防ぐ。 

にわとりは昔より飼われ、よく人に馴る。翼は弱くして、遠く飛ぶこと能わず。肉及び卵は美味にして養

分を多く含み、食用となる。  

三。 卵 

 にわとりの卵には、堅き殻の内側に甚だ薄き膜ありて卵白を包み、卵白は一つの球形の卵黄を囲めたり。

卵黄の面には一つの白く丸き点あり。卵が親に抱き温めらるれば、この白き点は次第に大きくなり、形を変

じ、遂に雛となる。この間に卵黄及び卵白は養分として用いられ、遂には無くなる。雛は殻を破りて出で、

親に随いて餌を求む。 

（以下概括、注意、備考は略） 

鈴木哲也(2012)aより引用 

 

この授業内容を見ると、形態や習性、卵については示されている。このことは要旨「家禽の一例とし

てにわとりの形態・習性及びその卵について教う。」ということからもわかるであろう。しかし餌や世話

の仕方、病気の対応とったニワトリの飼育については示されていないことがわかる。 

鈴木(2010)の中で松田の教授案が示されているが、「ニワトリの形態、習性及び人生に対する関係を知

らしめ、併せて一般家禽に関する知識を得せしむるを以って目的とす」とある。（１）習性では、養鶏場

及び巣、飛ぶこと少ないこと、穀物、小動物などを食べること、（２）形態では、嘴、頸、翼、脚、雌雄

の様子、（３）人との関係では人為選択の結果卵用、肉用、観賞用のニワトリがいることがそれぞれ示さ

れており、昭和６年の教師用書と同様に形態、習性、人との関係が中心となっている。 

なお「鶏卵の構造、孵卵法、及び人生に対する関係」は二時限に想定されているため孵化の方法につ

いては取り扱われていたことがわかる（ただし二時限目の教授案は未発見）。 

これらと比較すると成城小学校の表３に示した指導案ではニワトリの世話の仕方、雛の世話の仕方は

細かく表記されているが、理科授業として習性や生態を取り上げていないことも特徴と言えよう。 

しかし先に示した第四学年以上第六学年までに関しては「小学校では先ずこれ等の動物の形態習性が

充分研究できれば満足であると思う」という落合の主張を実際に取り入れて理科授業を行なっているの

であるならば、本指導案は第五学年の指導案なのであるからもっと形態や習性も取り入れられていてよ

いのではないだろうか。尋常第四～六学年では理科で形態や習性を中心に飼育動物を扱うはずである。

もし意図的に形態や習性を入れていないとすれば、理科授業の中で直接教えるのではなく飼育活動を通

して子ども自らに気づいてもらいたいという意図があったのかもしれない。 
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おわりに 

成城小学校の実践記録から理科授業における動物利用に関して、飼育以外に解剖についても特徴的な

点が見られる。鈴木(2014)b によれば、この当時落合の記録から、児童用の解剖として主にカエルが利

用されたことやウサギやニワトリなど学校で飼育している動物を解剖する可能性があったことが明らか

にされている。実際に落合は第六学年用としてカエルの脳を使用する指導案を示している。少なくとも

落合にとって理科における動物飼育の世話と生理解剖は生命観を育成するうえでの両輪となる活動であ

ったのであろう。しかし飼育活動と動物解剖がどのような教育的関係にあったのか、子どもにとってど

のように両者が関連づけられたのかといったさらなる疑問も残る。今後さらに検討していきたい。 

 

註 

（註１）成城小学校において低学年理科の実践記録を残している谷騰を取り上げた木全(2004)の研究や

小学校低学年理科設置の論拠づけとして成城小学校の事例を取り上げた鶴岡(1986)の研究があ

る。 
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資料 

資料１ 初等科理科 五年 「１ 鶏の世話」 

１ 目的 

 学校の鶏の世話の仕方を指導し、動物をいつくしみ育てながら、その生活の様子を見極める態度を養い、特に餌についての考察を深める。 

２ 要項 

 四年生のときには、学校の兎の世話をさせて来たのであるが、五年生の一年間は、当番をきめて、代わる代わる鶏の世話をさせること

にする。世話をしているうちに、鶏に対する愛育の念が深くなるようにする。 

 この課では、この一年間の世話の手始めとして、大体の要領を指導して、力を合わせ工夫をしながら仕事をするように努めさせるので

ある。特に、餌については、鶏がどんなものをたべているかを考え、その性質を調べて、これをいくつかの種類に分けさせ、これから後

餌を与える場合の一つの拠りどころにさせる。 

３ タイトル 今年は鶏の世話をしよう 

４ 対象 初等科五年  

５ 季節と時間配当 ４月上旬 ２時限扱い（第２時は第１時と同じ日の昼食のすぐ前） 

６ 展開 

学習内容と子どもの活動 教師の支援や留意点 

「今年は鶏の世話をしよう。」 

 

鶏の品種 白色レグホーン種を主とする。 

（これに名古屋種、都会地などではチャボ） 

 

準備 

掃除道具 

餌の材料 

餌の材料 穀物類 ムギ・コメのしいな（もみがら）や砕けたもの、ト

ウモロコシ・アワ・ヒエ等 

青菜・青草の類 

小魚・貝・虫の類 

貝がら・卵の殻の類 

試験管 四人組毎に数本 

試験管立て 四人組毎に一つずつ 

希塩酸 四人組毎に10cm3ずつ 

ヨードチンキ 四人組毎に少量 

ピンセット 四人組毎に一つずつ 

虫めがね 各児童に一つずつ 

日記 

 

１ 世話をするときの心掛け 

（１）鶏の世話 

「鶏を驚かさないように気をつけよう。」 

 

（２）掃除についての要点 

 

鶏はよく世話をしてやれば、丈夫に育ち、卵をよく産むよ

うになることを話す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本薬局方の塩酸は 30%である。希塩酸を作るためには水

２に塩酸１の割合に注いで混ぜる。 

 

 

 

 

 

 

鶏は兎と違って驚きやすく、いじめると臆病になり、再び

なれさせるには骨の折れるものであることを話して聞かせ

る。 
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「とり小屋や、そのまわりをきれいにしよう。」 

「飲み水や、あびる砂をとりかえよう。」 

「きたなくしておくと、鶏が病気になったり、羽虫がついたりする。」 

 

 

 

 

（３）ゴミの使い方 

「出したゴミの使い方を考えよう」 

 

（４）鶏小屋の直し 

「とり小屋のまわりを見まわって直すところはないか、調べよう。」 

 

 

２ 餌の材料を調べる 

（１）餌を作る 

「鶏の餌を作ろう。」 

「どんなものをやったらよいだろう。」 

「穀物の類ばかりてよいだろうか。野菜のくずや草の類ばかりでよいだ

ろうか。」 

「貝がらを砕いて、やってみよう。」 

「卵のからも砕いて、やってみよう。」 

実験「穀物類を砕いてヨードチンキをかけてみよう」 

（２）貝がらの類の調べ方 

実験「砕いた貝がらと卵のからとを調べよう。」 

・手に取ってよく見たり、砕いたり、水につけたり、いろいろ工夫して

調べる。 

・二本の試験管に、うすめた塩酸を少しずつ入れておいて、一つの方に

は貝がらを入れ、もう一つの方には卵のからを入れてみる。 

これで、どんなことがわかるか。 

（穀物の類も塩酸に入れて比べてもよい。） 

 

３ 一年間の世話の仕方 

この後の世話 

「これから一年の間、当番をきめて、鶏のせわをしよう。」 

・餌は、時間をきめてやらないと、鶏のためによくない。 

・餌のたくわえがなくならないように気をつけよう。 

・卵を産んだら、日記につけておこう。 

・犬や猫にとられないように気をきけよう。 

 「このほか、どんなことに気をつけて世話をすればよいだろうか。」 

 

 

 

 

 

児童の課外研究 

１ 雌鶏が巣についたら、卵を抱かせて、雛のかえるのを待とう。 

 

２ 秋になったら、ドングリのような木の実をたくさん取って干してお

き、粉にして鶏にやってみよう。 

 

鶏の世話の最初の指導であるので、あまり細かいことを注

意しないで主要なことに限る。 

汚くしておくと羽虫がつきやすいから特に注意する。大体

どんなところにいるのか話して、今後気をつけていて、見

つけたら研究してみるようにさせる。 

このように掃除をするのは病気を防ぐためであることを分

からせておく。 

 

つみごえ小屋（堆肥小屋）に入れるとか、乾かしておいて

肥料にするとかして利用できる方法を考えさせる。 

 

犬や猫の入りそうな隙間がないか、調べさせたり、囲いの

上の方に、鶏の飛び出しそうな所がないか、調べたりさせ

る。（ここまでが１時限目） 

 

 

餌として与えるものは、おおまかに分けてみれば、穀物類

と青物類と虫・魚の類と貝がらの類であることに気づかせ

る。 

穀物はどれもデンプンがあることに気づかせる。 

四つの類さえ揃えば、おのおのの類の中の材料はお互いに

代用させて差し支えないことを話す。 

一日にどれくらいずつ与えればよいかを教え、この日の昼

の餌を作らせる。 

貝がらの類だけを別にして、他の三つの類は、混ぜて鶏に

与えさせてよい。 

調べる方法は児童に自由に調べさせる。児童が今までに知

っている方法で一通り調べさせてから、左の方法を試みさ

せる。 

両方とも泡がでるので、似た物であることを判断させる。

餌の部類分けのために材料の性質を調べることに止めてお

く。 

 

親切に、勤勉に、みんなが力を合わせて、世話を続ける心

構えを持たせる。 

餌は朝、昼、夕方の三度規則正しく与えさせる。 

餌になるものを植えるとか、実や種のうち餌になるものは

ないか試みさせる。 

冬の間の餌の用意も整えさせる。 

鶏の日記をつけさせて、世話した事柄、気づいたことなど

を書きとめさす。卵のことを特に注意して記させる。 

一つ一つの卵について 

産んだ個体、産んだ日付、時刻、重さ、使いみちなど 

（ここまで２時限） 

 

 

抱かせる卵は、雌鶏五六羽に雄鶏一羽を配して、産ませた

新しいものでなければならない。 

餌に適当なものには、ドングリ、トチの実、ブナの実など

がある。トチの実はあく（灰汁）に二三日間浸してから水

で洗い、乾かしてから使うとよい。 

 

なお、関係は示されていないが、「初等科算数一」の５章「百

までの数範囲に於ける簡単な乗除」に「鶏」という課があ

り、２８羽を２等分と６３個の卵を３等分する数の割り算

の内容がある。 

（「初等科理科二教師用 １鶏の世話」をもとに鈴木が現代のフォーマットにしたがい指導案として作成。） 
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