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はじめに

　鈴木（2016）では明治中期の高等小学校理科にお
ける動物利用の様子を明らかにするため開智学校の
教案を中心に分析を行っている。その結果、動物を
殺す可能性がある授業として昆虫採集をするものや
肺を観察するためにネコから肺を取り出す教案があ
ることが明らかにされている。しかし指導内容とし
て教師用教科書に記載されていたのかそれとも教師
や学校の裁量により変更されたものであるのかにつ

いてまでは定かではない。
　本研究では開智学校で示された昆虫採集やネコの
肺を取り出す教案が作成された時期と同年代に使用
された教師用教科書のうち、少なくとも明治36年以
降38年までは使用されていたと予想される『小學新
理科敎員用』（卷一から卷四）（文學社）（明治34年
発行）を分析対象とする。
　『小學新理科』は、東筑摩郡役所第一課が各小学
校長に明治36年８月13日に通牒した「教科書採定
の有効期限に関する通牒」」『史料開智学校第十七巻』
（554-555）の中に示されており、開智学校でも採定
され使用されていたと思われるからである。
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要　約
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キ－ワード：明治中期、動物利用、小学校

１）鈴木　哲也　　東京未来大学こども心理学部

研究ノート

東京未来大学研究紀要  Vol.10　2017.3　pp.221－228



明治中期の高等小学校理科における動物利用（２）
鈴木　哲也

－ 222 －

　明治36年当時「小学令」が改正され国定教科書
制度が明治37年から施行されている時代である。し
かし理科では国定教科書が作られなかっただけでは
なく、児童用教科書の使用が禁止されていた時代で
ある。したがって開智学校の教師にとって、『小學
新理科教員用』は授業計画の作成・実施をする中で
中心的な教材になっていたのではないかと推測でき
る。
　さらに『小學新理科敎員用』の分析結果及び鈴
木（2016）の研究より、開智学校の実際の教案と教
師用教科書に示されている内容の共通点・相違点を
明らかにしていきたい。
　なお本研究は小学校理科における学校飼育動物
の利用や解剖授業のはじまりがどのようにして行わ
れるようになったのかという点を明らかにすることを
目指して行っているため、動物の飼育及び解剖（生
き物を殺す可能性のある活動）という視点も含めて
考察していきたい。

１．研究課題

　明治中期の高等小学校理科における動物利用の
可能性を教師用教科書である『小學新理科敎員用
　卷一から卷四』（文學社）を事例にして課ごとに
動物の種類や動物の使用方法等について具体的に
明らかにする。さらに開智学校の教案の内容と比較
し動物利用の視点から教師用教科書と教案の内容の
共通点・相違点を明らかにする。

２．研究方法

　第一に、課ごとに示されている記述をもとに、「題
目」、「利用される動物」、「利用形態」、「利用用途」、
「その他」を尺度として分析し表にまとめる。第二に、
利用される動物の種類を生物学上の無脊椎動物と脊
椎動物の視点から分類する。第三に、利用される動
物の中で動物を殺さなければならない可能性がある
場面を抽出する。現代ではたとえ殺すとしても苦痛
を感じさせない方法を用いているか、あるいは最小
限に用いているなどが問題になるからである。また

学校飼育動物の利用の有無も分析するため、授業
で利用される動物が野外から採集したものなのか飼
育されたものなのかについて検討する。第四に、本
研究で明らかにした教師用教科書の内容と開智学校
の実際の教案の内容とを作成した表をもとに比較す
る。

３．結果と考察

　以下、『小學新理科敎員用』の動物の利用可能性
を探るために、全体の傾向を示した後、（１）利用さ
れる動物の種類と用途と（２）開智学校の実際の理
科教案の内容との比較に分けて示していく。
（１）利用される動物の種類と用途
　表1-1、表1-2、表1-3は『小學新理科敎員用（卷
一から卷四）』について、課ごとに示されている記述
をもとに、卷ごとに「題目」、「利用される動物」、「利
用形態」、「利用用途」、「その他」として筆者がまと
めたものである（表1-1は１卷、表1-2は２卷、表1-3
は３、４卷が対応）。なお、「題目」は各単元名、「利
用される動物」は教科書に記載されている動物名、
「利用形態」は実物を用いるのか標本を用いるのか
等、「利用用途」は形状の観察なのか習性の観察な
のかといった理科授業での用い方、「その他」は殺
す方法や代替となる動物名を記入している。例えば
表1-3では第四卷では消化器、循環器、呼吸器で動
物が利用されその中でネズミの場合、人体の模型の
代わりに、消化器の要部の名称を知るためにネズミ
の解剖がなされた可能性があることを示している。
　全体として、表1-1～表1-3の中において、36の
題目（卷一：９題目、卷二21題目、卷三２題目、卷
四４題目）の中に、実際の生きた動物を利用する実
物利用又は実際の動物を標本にした標本利用がある
ことがわかる。
１）利用される動物の種類
　利用される動物の種類を生物学上から分類するた
め、表1-1、表1-2、表1-3をもとに標本又は実際の生
き物を利用する動物を無脊椎動物と脊椎動物の視点
からまとめたものが表２である。
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表1-1 　明治34年発行『小學新理科敎員用』（卷一～卷四）（文學社）における利用される可能性のある動物
の種類と用途　その１　卷一

卷 題目 利用される動物 利用形態 利用用途 その他
卷
一
昆虫 様々な昆虫 実物 採集及び保存 殺す方法

甲虫：沸湯を入れた
る茶碗の中に入れる。
蝶類：胸部を強く摘
まむ
他の昆虫：毒薬、ア
ルコール等

蠶 カイコ 実物 発育・変態する様子及び体の構造
蟻蜂 アリ及びハチ 実物、アリの巣、ハ

チの巣
習性及び各器官の構造

甲虫 様々な甲虫 標本 体の構造、作用（被害植物の観察
と合わせて）

蠅蚊 ハエ及びカ 標本
実物（幼虫）

形状、習性、発生

蝉 セミ 実物（幼虫を含む） 形状、習性
飛蝗
蟷
螂

バッタ、カマキリ 実物 体の構造、作用及び習性

蜻蛉 トンボ 実物又は標本
実物（ヤゴ）

習性、構造及び発声

概説 様々な昆虫 標本 昆虫類に関する知識

表1-2 　明治34年発行『小學新理科教員用　卷一～卷四』（文學社）における利用される可能性のある動物
の種類と用途　その２　卷二

卷 題目 利用される動物 利用形態 利用用途 その他
卷
二
鰕 エビ、カニ 実物 身体の構造と習性
蜘蛛 クモ 実物、クモの巣 身体の構造と習性
蜆 シジミ 実物（生徒各一個） 体形、構造、習性、用途から二枚

貝を類推
蝸牛 カタツムリ 実物又は標本 身体の構造と習性
烏賊 イカ 実物、標本、図書 体の構造と習性
鯉
其の一

コイ 標本又は実物 身体の構造と習性

蛙 カエル 実物（オタマジャク
シを含む）及び標本
又は図書

各器官の名称及びその作用

蛇 ヘビ 実物又は標本 身体の構造及び習性
鶏
其の一

ニワトリ 実物 体の構造・作用及びその習性

鶏
其の二

ニワトリの卵 実物 鶏卵各部の名称、孵化作用

鳥類
其の一

タカ、ワシ、トンビ、
フクロウ、スズメ、
ツバメ、キツツキ等

実物 鳥類に関する一般概念

鳥類
其の二

サギ、シギ、カモ、
ガン等

標本 水禽の構造及び習性

保護鳥 保護鳥 標本 農家のために有益な鳥及びその名
称

馬 ウマ 実物 体の構造、作用及び効用
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卷
二
哺乳類
其の一

ウシ、ヒツジ、シカ
等

実物又は図書 反芻獣の体の構造作用とその用途

哺乳類
其の二

ネズミ、コウモリ、
サル

実物又は図書 それぞれの動物の体形・習性

哺乳類
其の三

クジラ、ラッコ、オッ
トセイ、アザラシ

標本又図書 水中生活をする哺乳類の特性及び
その用途

下等動物 ジョウチュウ、サン
ゴ、カイメン

標本 種々の下等動物がいること

絛虫 ジョウチュウ 標本 寄生虫の体の構造及び成長の順序
珊瑚
海綿

サンゴ、カイメン 標本 形状、性質及びその効用

草履虫 ゾウリムシ 実物 形状、特性及び下等動物に関する
概念

表1-3 　明治34年発行『小學新理科教員用　卷一～卷四』（文學社）における利用される可能性のある動物
の種類と用途　その３　卷三及び卷四

卷 題目 利用される動物 利用形態 利用用途 その他
卷
三
骨格
其の二

サル 人体の骨格標本又
はサルの骨格標本

骨格各部の官能

骨の成分 イヌ、ネコ等 長骨又は骨製の筆
軸等

骨の成分を知る

卷
四
消化器 ネズミ 人体の模型又は実

物（消化器のみ）
消化器の要部の名称 ネズミの解剖の可能

性あり
消化器作用
其の二

ネズミ、カエル等 模型又は実物（食道、
胃、小腸、大腸、肝
臓、膵臓等）

胃及び腸の消化作用及び栄養分の
分布状態

ネズミ、カエル等の
解剖の可能性あり

循環器 カエル、ネズミ、イ
ヌ、ネコ等

心臓の模型又は実
物の心臓

循環器の要部とその構造 カエル、ネズミ、イヌ、
ネコ等の解剖の可能
性あり

呼吸器 ネズミ 実物（肺、気管等）
及び模型又は図面

呼吸器の要部及び肺の位置、構造 ネズミの解剖の可能
性あり

脊椎動物
　哺 乳 類： ウマ、ウシ、ヒツジ、シカ、ネズミ、コウモリ、サル、クジラ、ラッコ、オットセイ、アザラシ、

サル、イヌ、ネコ
　鳥　　類： ニワトリ、タカ、ワシ、トンビ、フクロウ、スズメ、ツバメ、キツツキ、サギ、シギ、カモ、ガン、

保護鳥
　爬 虫 類：ヘビ
　両 生 類：カエル
　魚　　類：コイ
無脊椎動物
　節足動物： 様々な昆虫、カイコ、アリ、ハチ、ハエ、カ、セミ、バッタ、カマキリ、トンボ、エビ、カニ、

クモ
　軟体動物：シジミ、カタツムリ、イカ
　扁形動物：ジョウチュウ
　刺胞動物：サンゴ
　海綿動物：カイメン
　原生動物：ゾウリムシ

表２　明治34年発行『小學新理科敎員用』（卷一～卷四）（文學社）における利用される動物の種類
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　動物の傾向としては、地域に生息している動物（ネ
ズミ、イヌ、ネコ、カエル、トンビ、スズメや、アリ、
ハチ、ハエなどの節足動物など）、地域で家畜や産
業として飼育されている動物（ウマ、ウシ、ヒツジ、
カイコ、コイなど）、地域に生息はしていないが分類
上学習しておくべき動物（ラッコ、オットセイ、アザ
ラシ、サンゴなど）がそれぞれ含まれていることが
わかる。
　学校で飼育小屋を利用し育てている動物の利用と
いう視点からみると、ニワトリをあげることができる。
ただし本研究からだけでは地域でニワトリを飼育し
ていれば実物を容易に手に入れることはできるので
飼育小屋で育てたニワトリを利用するのかどうかに
ついては不明である。
　また今日では行うことのないジョウチュウ（さな
だ虫）が標本ではあるが実際に観察するように示さ
れており公衆衛生上の視点が含まれていることも特
徴的であると言える。
２）利用形態と利用用途
　表1-1、表1-2、表1-3における利用形態としては実
物（生きている状態）を実際に利用する場合と標本
になっているものを実際に利用する場合があること
がわかり、入手できるかどうかで実物又は標本であっ
たり実物又は図書と示されていたりすることが多い。
一方で必ず実物を利用するように指示されているも
のがあることがわかる。
　動物の利用用途としては、採集及び保存、形態や
外部構造、習性、発生、内部器官の構造と名称、そ
の動物の一般概念等が主として示されている。
　動物を殺す可能性がある課には『小學新理科敎
員用　卷一』「昆虫」と『小學新理科敎員用　卷四』「消
化器」「消化器作用其の二」「循環器」「呼吸器」があっ
た。
　『小學新理科敎員用　卷一』「昆虫」では様々な
昆虫を採集・保存をして、「概論」の課で実際にそ
の標本を用い授業を行うことになっている。
　『小學新理科敎員用　卷四』「消化器」の課では
ネズミを解剖し消化器を取り出しこれを実験に用い

ること、「消化器作用　其の二」の課ではネズミ、カ
エルなどの食道、胃、小腸、大腸、肝臓、脾臓等の
形状、内部の構造等の観察、「循環器」の課ではカ
エル、ネズミ、イヌ、ネコ等の心臓を示しその観察
をすること、「呼吸器」の課ではネズミの肺臓、気
管等を観察することが示されている。
　このように分類に関する内容として昆虫の特徴を
学ぶ授業で実際に標本を利用するためにあらかじめ
様々な昆虫採集され保存するために殺している。生
理・衛生に関する内容で主に解剖に使用される可能
性があるのはネズミやカエルであり、またネコやイ
ヌに関しても解剖し使用する可能性があったことが
わかる。

（２）開智学校の実際の理科教授案の内容との比較
　鈴木（2014）で示した昆虫採集と呼吸器を例にし
て「題目」「要旨」「予備」「教授」「保存の方法」「応
用」「備考」の順に開智学校の教案と小學新理科敎
員用に示されている記述内容を引用しそれぞれを比
較したものが表3-1と表3-2である。
　表3-1より昆虫に関しては開智学校の教案と『小
學新理科敎員用』の全体の流れ、文章の表現、保
存の方法ともに類似しており、開智学校の教案を作
成する際に『小學新理科敎員用』が参照されていた
ことがわかる。
　表3-2より呼吸器に関しては実際に肺を見せるた
めに、開智学校の教案では準備としてネコが示され
ているのに対し『小學新理科敎員用』ではネズミを
使用することになっている違いがみられる。しかし
要旨、教授の流れ、応用に示される内容や表現を見
ると類似しており、開智学校の教授案を作成する際
に参考にされている可能性が高かったことがわかる。
　したがって明治35年において資料上では採定前
ではあるが、開智学校で理科の教案を作成する際
には少なくとも『小學新理科敎員用』（文學社）の
内容が参照されていた可能性が高いことが明らかに
なった。しかし使用する動物に関しては、変更には
何らかの教師の意図（例えばもっと大きく見せたい
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表3-1　開智学校の教授案と『小學新理科敎員用』の内容の比較　その１
　　　　　　　　　　　昆虫採集を例にして

開智学校の教授案
明治35年度　高等科第一学年理科教案

『小學新理科敎員用』
明治34年発行　小學新理科敎員用　卷一

題目 昆虫 昆虫
要旨 昆虫の採集及保存の方法

昆虫に属する主要の物に就き大体の観念を付与す
本課は、昆虫の採集及び之を保存する方法を述べ、
且つ昆虫類に属する主要の物に就き、大体の観念
を付与せんとするにあり。

予備 先ず油菜、蘭、胡瓜、等すでに授くるの植物が中
昆虫と関係あるものを挙げ相互の関係によりて如
何に昆虫が人生に重要なるかを予想せしむ

動物に就きては、最初の教授なるが故に、先ず油
菜、欄、胡瓜、稲、其の他すでに授けたる植物の
中にて、昆虫と関係あるものを挙げ、相互の関係
を復習し、昆虫はただに植物のみならず、人生に
対しても至大の関係を有するを以て之を採集し、
其の性質・効用等を研究するは、甚だ重要の事た
るを予想せしむ。

教授 庭園を散歩する時にもよく心を用いて種々の昆虫
を採集し、これを留針にさして小箱の中におさめ
おく時は学問のたすけとなるべし
（以下略）

理科を学ぶものは、野外に散歩する時にもよく心
を用いて種々の虫を採集し、箱の中に収めて保存
し置くときには、大いに理科を研究する助となる
ものなり。
（以下略）

保存の方法 針は体の正中線より少しく左右へ寄りてさすべし
蝶類は胸部を摘めば死す展翅板によりて翅を正し
くすべし
甲虫類は前述（ママ）の法によりて殺すべし
他の虫類は毒薬又は「アルコール」によりて殺す
を可とす
針を刺したる後菓子箱の底に玉蜀黍の茎心を貼し
又は畳表を縦横に重ねその上に薄き白色の洋紙を
貼りたるもの、中に入れ常に密封して中には樟脳
又は「ナフタレン」を入れ置くべし、
一二の昆虫につき保存の法を実際に示すべし
又出来得る限りは野外採集をなすべし

甲虫を捕えたるときは、先ず硝子器に入れて持ち
帰り、沸騰を入れたる茶碗の中に入れ、死するを
待ちて取り出し、触角及び足の位置を正して乾か
すべし。針を刺すには、体の正中線を避け、少し
く左右へ寄りたる所を刺すべし。蝶類は指を以て、
其の胸部を強く摘めばたちまち死すべし。持ち帰
りたる後、展翅版の溝の中へ、体幹を入れ、針に
て留め、翅を正しく展し、紙片又は糸にておさえ
乾かすべし。他の昆虫を殺すには、通常毒薬を用
いれども、「アルコール」等を用いて殺すも妨げ
なし。姿勢を正して乾かし、保存すること総て甲
虫の如くすべし。
かくして之を菓子箱の如きものにて、菓子箱の底
には玉蜀黍の茎心を貼し、或いは畳表を縦横に重
ね置き、其の上に薄き白色の洋紙を貼りて製した
る保存箱に入れ、常に密封して、中には樟脳或い
はナフタレンを入れ保存し置くべし。

応用 採集の折観察せる事項を陳述せしむ 昆虫採集において、観察せる事項を陳述せしむ。
備考 捕虫網、展翅板の構造を説明し害虫を駆除し益虫

を保護せば世を益すること大なるべし
補虫網は、（…略…）。採集箱は、（…略…）。展翅
枝
ママ

は（…略…）。
されば昆虫を研究して、害虫を駆除し、益虫を保
護し、天然の力を借りて、天然の力を防ぐ方法を
発見せば、世を益すること実に大なるべし。

表3-2　開智学校の教授案と『小學新理科敎員用』の内容の比較　その２
　　　　　　　　　　　呼吸器を例にして

開智学校の教授案
明治35年度　高等科第四学年　理科教案

『小學新理科教員用』
明治34年発行　小學新理科敎員用　卷四

題目 呼吸器 呼吸器
要旨 呼吸器要部は名称と肺臓の位置及び構造を授くる

にあり
本課は、呼吸器の要部の名称と、肺臓の位置及び
構造とを授けんとするにあり。

準備 猫子の肺臓気管を得る限り準備すること
予備 小循環の必要を問答し肺によりて血液は新鮮とな

ることを知らしむ
鼠の肺臓・気管等を観察せしめて後、模型又は図
面によりて人体の呼吸器を予想せしむ。
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であるとか、入手しやすいものなど）が働いていた
可能性があることもまた明らかになった。

おわりに

　長野県教育史に中心的に関わった中村一雄の研究
の中で明治38年に『小學理科教授細目』と『小學
理科生徒筆記代用』を信濃教育会が刊行し「それ
までの理科教科書の文字から自然を理解し記憶する
方法を排して、身辺の自然の事物・現象の観察と実
験を通して、その構造や機能の理法を認識し理解す
る学習に転換するものであり、学習する児童に必要
なのは教科書ではなく手引書のワークブック（註１）で
あった。これによって暗記物の理科から観察実験の
科学の本道をゆく教科への転換が図られたのであ
る。」（中村（2011））とされている。しかし本研究の
分析事例からまだ『小學理科教授細目』と『小學
理科生徒筆記代用』が出版されていない明治34～
35年の時点であっても、少なくとも文字からだけで
なく動物の実物を用い観察しようとしていた学校が
あったことがわかる。
　また上記の『小學理科生徒筆記代用』では昆虫
採集や解剖関連の記載はなく『小學理科教授細目』
では昆虫を採集し保存すること示されている。また
コイの題目でコイの解剖が示さていたり、さらには
呼吸器では解剖する記載がないものの、消化器の中
でネズミや子犬の解剖が示されていたりするなど、

詳細を分析すると今回の分析結果とは異なる興味深
い点があると思われる。
　今後は明治38年発刊の『小學理科生徒筆記代用』
と『小學理科教授細目』を分析し、今回の分析結果
と比較しながら動物利用の選択の違いを明らかにす
るとともに、明治41年の義務教育年限延長による尋
常小学校理科誕生後、教材として実際に用いられた
動物の種類を選択する際に影響した要因を今後さら
に考察していきたい。
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註
（註１）ここで言う「手引書のワークブック」とは、身
辺な自然の事物・現象の観察と実験を行い学ぶことが
できるという意味で手引書となるものであり、直接記
入できるという意味でワークブックと示されている。
直接的には『小學理科教授細目』と『小學理科生徒筆
記代用』を指している。

文　献
・文學社編輯所（1901）『小學新理科敎員用　卷一～卷四』
（文學社）
・佐藤秀夫（監修）（1993）『史料開智学校　第十五巻』（電

教授 呼吸の目的
血液の酸化作用及び廃物排除
構造
肺　右肺は三葉　左肺は二葉
気泡
気管
　気管支　気管
咽喉
肺は淡紅色にして肋膜又は胸膜と称する光沢ある
強靭なる膜に蔽わる
若し此膜と共に傷けらるるときは肺は自己の収縮
力によりて収縮す

呼吸の目的は、血液に新しき酸素を供給し、身体
の諸部に生ぜる炭酸を排除するにあり。而して呼
吸の器官は、肺・気管・咽喉等より成る。肺は左
右一対をなし、心臓の両側に位してこれと共に
胸腔を填充す。右肺は三葉より成り、左肺は二葉
より成りて、共に淡紅色を呈す。其の質柔軟にし
てこれを破り見るに、内部は海綿状を呈し、無数
の小胞より成り、これを気泡と名づく。（…略…）
気管支と称す。（…略…）気管となり、咽喉に至
りて（…略…）。胸壁の内面は肋膜又は胸膜と称
する光沢ありて強靭なる薄幕を以て蔽われ、肺の
外面はこれの膜の続きを以て包まる。若しこの膜
の傷らるるときは、肺内の気圧と肺外の気圧と平
均するを以て、肺は直ちに自己固有の弾力により
て収縮するなり。

応用 肺の複雑なる嚢状を呈する理を推考せしむ 肺の複雑なる嚢状を呈する理を推考せしむ。
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