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戦後における学校飼育動物の教育的利用に関する研究（１）
―生活科が誕生する以前の学習指導要領の理科に関する記述に注目して―

鈴 木　哲 也

A Study on Educational Use of School Animals after World War II (1): Focusing on the Description of Science in 
the Course of Study before the Birth of Living Environment Studies

Tetsuya　Suzuki

要　旨
昭和 22年度から昭和 52年度までの各学習指導要領の理科の部分を対象に学校飼育動物が関連
する記述を抜き出し、ウサギやニワトリといった学校飼育動物が関連する内容の変遷を明らかに
した。戦後、常に理科の中で動物を飼育又は少なくとも教育的に利用をすることに関しては学習
指導要領中に位置づけられていることが明らかになった。一方、「昭和 43年版小学校学習指導要
領」において飼育活動自体は理科の内容には位置づけられなくなり、飼育活動は動物の形態や生
態を知るための手段となっていった。また「昭和 43年版小学校学習指導要領」以降は第一学年
が中心となっていったことが明らかになった。
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1．問題の所在と研究目的

第二次大戦以前及び戦中の学校飼育動物の問題
に関しては、一連の鈴木（2010～2018）の研究が
ある。この中で、昭和 10年～20年の間の理科授業
における問題を取上げたものとして、鈴木（2012）
や鈴木（2014）などがある。
当時の国民学校期における理数科理科として行

われた鈴木（2012）では「自然の観察」、鈴木
（2014）では「初等科理科」の実践記録等が示され
ており、理科のカリキュラム上、ウサギやニワトリ
の飼育活動が教科内容にはじめてなった一方、肉
や毛皮として利用される可能性があったこと、餌と
なる野草や野菜、毒草、薬草など植物に関する知
識の必要性等が指摘されている。
戦後直後の昭和 22年発行の国定教科書『理科

の本』第四学年「うさぎのせわ」、第五学年　「鶏
のせわ」と国民学校期の「初等科理科」と内容は
ほぼ同じであり、昭和 23年（第五、六学年は昭和
24年）から検定制度実施後も昭和 28年まで検定
教科書と併用して使用された国定教科書『小学生
の科学』では、子どもが主人公のお話風に記載さ
れているが、第四学年において「うさぎとまきば」、
「にわとりとひよこ」があり、ウサギとニワトリが
扱われている。さらに『小学生の科学』の学習帳
に該当する『観察と実験の報告』の中には、「うさ
ぎとまきば」の項目の中に、「うさぎ小屋のよいの
を考えてその見取図をかいてごらんなさい」や「に
わとりとひよこ」の項目の中に、「にわとりは何を
たべていますか」といったように具体的な世話や
飼育の内容が示されている。
戦後以降、現在に至るウサギやニワトリなどの
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「学校飼育動物」の教育的利用に関して、例えば、
獣医師の立場から学校飼育動物の保全に長年にわ
たって貢献してきた中川（2008）において、平成
元年度版学習指導要領に基づいた「生活科での動
物飼育導入」が指摘されており、生活科の新設が
教育的に学校で動物を飼育することに影響を与え
たことを指摘している。　
学校飼育動物の環境改善と正しい飼育方法の普

及を目指した日本学術会議・科学教育研究連絡委
員会・獣医学研究連絡委員会 （2003）の「科学教
育研究連絡委員会・獣医学研究連絡委員会報告 学
校における動物飼育に関する提言」の中で、「小学
校学習指導要領における動物関係の記述抜粋」と
して「平成 10年度版学習指導要領の生活、道徳、
理科」を指摘しており、学校飼育動物が関連する
教科等として生活、道徳、理科が念頭に置かれて
いることがわかる。
また当時文部科学省初等中等教育局教育課程課
長であった伯井（2010）は平成 20年度版学習指導
要領について、生活科での「継続的な飼育」をは
じめ、理科、総合的な学習の時間、特別活動、道
徳など「関連する教科等の学習指導要領等に基づ
いて、動物の飼育が行われるものと考える。」とさ
れ、上記の教科等に加え、総合的な学習や特別活
動でも動物飼育の可能性を指摘している。
しかし、①戦後学習指導要領が設定されてから
平成元年の生活科における動物飼育導入以前にお
ける学校飼育動物は学校で飼育されていることが
教育的に位置づけられていなかったのか。もし位
置づけられていとしたら教育活動としてどのように
位置づけられていたのか。②さらに位置づけられ
ているとしたら、なぜ、学校飼育動物は生活科が
誕生するまで、教科活動や課外活動としてあまり
注目されてこなかったのだろうか。
そこで、本研究では前者①の疑問に注目し、戦
後から平成元年の生活科の誕生より前の学習指導
要領の理科の部分を対象に分析し、もし記載があ
るとしたら、学校飼育動物が関連する内容の変遷
を明らかにすることを本研究の目的とする。

2．研究方法

昭和 22年度から昭和 52年度までの各学習指導
要領の理科の部分を対象に学校飼育動物関連する
記述を抜き出す。
なお、本分析は誌上の制限から、ウサギとニワ

トリに注目して論じることとする。

3．結果

1． 昭和 22 年版学習指導要領理科編（試案）に
おける学校飼育動物の内容

昭和 22年版学習指導要領理科編（試案）におけ
る学校飼育動物の内容に該当する箇所の抜粋は表
1の通りである。
ウサギやニワトリに注目した場合、ウサギは第四
学年、ニワトリは第五学年と、国民学校期の学年
配当と同様であり、また教科内容は「ウサギの世
話ではどんなことに注意しなければならないかを話
しあう。」といったように、世話すなわち飼育活動
そのものが理科の内容になっていることがわかる。

表 1　 昭和 22 年版学習指導要領理科編（試案）に
おける学校飼育動物の内容

昭和 22 年度　学習指導要領理科編（試案）
第四学年
単元　五　うさぎのせわ

（一）指導目標
1、 動物をいつくしみ育てる気持をもつ。
2、 動物の生活を見きわめる態度を養う。
3、   ウサギの飼育と関連して、毒草・薬草について理解
する。

（二） 指導方法　児童の活動単 1、学校で飼っているウサ
ギの重さを計ってみて、その大きくなった程度を重
さによって表わしてみる。

2、   ウサギの箱やその近くを掃除して、出したごみにつ
いてどんなに利用したらよいかを話しあう。

3、 ウサギのえさになる草をとってくる。
4、 ウサギはどんな草を好くか、またきらうかを調べる。
5、   ウサギのきらいな草に関連して、ウサギに毒になる
草を調べてきて話しあう。

6、 人に毒になる草を調べてきて話しあう。
7、 ウサギや人に毒になる草を野外に出てみつける。
8、  ウサギの世話ではどんなことに注意しなければなら
ないかを話しあう。
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9、 ウサギの飼育日記をつける。
10、  ウサギが下痢を始めたとき、どんな草を与えたらそ 
の下痢が止まるかを研究する｡

11、 人に薬になる草を調べてきて話しあいをする。
12、 人に薬になる草を野山からとってきて花壇に植える。
元
第五学年
単元一　鶏のせわ

（一）指導目標
1、  鶏のせわの仕方を修得する。
2、 動物をいつくしみ育てる心を養う。
3、 動物の生活を見きわめる態度を養う。
4、 動物のえさについての考察を深める。
指導方法――児童の活動
1、  学校で飼っている鶏にえさをやったり、鶏小屋を掃
除したりして、そのせわをする。

2、   鶏をよく観察し、もし変化があったら教師に報告す
る。そしてどんなに処置したらよいかについて話し
あいをする。

3、 家庭で鶏にどんなえさをやっているかを調べる。
4、   家庭や学校でやっている鶏のえさについて、それを
いくつかの種類に分けて考えて見る。（穀物の類、青
物の類、虫・小魚の類、貝がらの類や水など）

5、   これらの各類の中で、ある材料を他の材料で代用す
ることができることを調べて話しあいをする。

6、   穀物の類がでんぷんを含むことを、ヨードチンキを
使って調べてみる。

7、   貝がらと卵のからとが共通の性質をもっていること
を塩酸を使って試してみる。

8、 鶏の食物と比べて、人の食物を分類してみる。
　 ※ 戦前・戦中に使用された初等科理科の内容とほぼ

一緒である。
1 年
単元一　動物の生活

（二）指導方法――児童の活動
1、 学校で飼っている動物を見る。
6、   ミミズを植木ばちの土の中に入れ、教室で飼って観
察する。

7、 ハツカネヅミを教室で飼って観察する。
8、  水そうでキンギョ・メダカ・フナ・タニシ等を飼って
観察する。

9、 カエルを箱庭で飼う。ハイを捕ってたべさせる。
10、 オタマジャクシを捕りに行く。教室で飼ってみる。
11、 カブトムシ・カマキリ等を飼ってみる。
15、 アオムシ・ケムシ等を捕って来て飼育箱で飼う。
4、   次の事項を家庭に問い合わせて記述尺度法によって
考査する。

（1） 虫や魚などを集めて、家庭で飼っているか。飼って
いるときはその態度。

（2） ニワトリの世話やウサギの世話などをすすんでする
ようになったか。その態度。

2 年
単元一　動物の生活

（二）指導方法――児童の活動
3、   学校でウサギの子・ヒヨコ・オタマジャクシ・ハツカ
ネズミなどを育てて、動物が成長し、えさをたべる
ことを見る。

4、 植木ばちに土を入れて、その中でミミズを飼う。
6、 カタツムリを飼って観察する。
7、   モンシロチョウの卵やアオムシをとって来て、飼育し
観察する。

9、   水そうにキンギョ・メダカ・タニシ・ニナなどを飼っ
て、いろいろな食物をとるのを観察する。

13、   秋の終り、冬の間、枝についているまゆ・さなぎ・
虫の巣などを取って来て飼っておく。

14、   カイコを飼って、まゆを作らせ、カイコの一生の変
化を観察する。

3 年
単元一　動物の生活

（二）指導方法
7、 スズメのひなを育てる。
8、 オタマジャクシを育てて観察日記を書く。
9、 アオムシ・ケムシを育てて観察日記を書く。
11、 アリの巣を砂箱の中へつくらせて観察し記録する。
13、 メダカ・ドジョウ・フナなどを水そうで飼う。
15、 いその小魚やその他の小動物を飼う。
23、 カエル・イモリなどの冬眠を水そうで観察する。

※ 7、8、9学年は省略。

2． 昭和 27 年版小学校学習指導要領理科編（試
案）改訂版における学校飼育動物の内容

表 2は昭和 27年版のものである。注目するに値
することは、世話に関する記述は今までと同様に
存在するが、学年配当が変更されていることであ
る。今までウサギは第四学年、ニワトリは第五学年
であったものが、動物の世話に関しては第二学年
と第三学年になったことがわかる。可愛がることも
世話の補助と考えるならば、第一学年から第三学
年と解釈できる。しかし、少なくとも高学年では教
育内容として位置づいていないことはわかる。
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表 2　 昭和 27 年版小学校学習指導要領理科編（試
案）改訂版における学校飼育動物の内容

昭和 27 年　小学校学習指導要領理科編（試案）改訂版

Ⅱ．単元の問題と、その目標ならびに学習活動
3．単元の問題
生物の暮し方
生物をどのように世話したらよいでしょう
○生き物を、どのようにかわいがったらよいでしょう。
　1、2年
○草花を、どのように世話したらよいでしょう。
　1、2、3年
○生き物を、どのように世話したらよいでしょう。
　2、3年

3． 昭和 33 年版小学校学習指導要領における学
校飼育動物の内容

昭和 33年版小学校学習指導要領では、表 3より、
第一学年で「飼っている動物の観察と，世話の手
伝いをする。」というようにウサギやニワトリの世
話の手伝い、第四年では「にわとりやうさぎなどの
ような飼いやすい動物がうまく育つように世話を
し，育ち方，えさの種類，著しい習性について知
る。」のように、ウサギやニワトリの世話を行なう
ことになっていることがわかる。昭和 27年のもの
と比べると、第二学年、第三学年を中心に世話が
位置づいていたものが、第四学年に変更されたこ
とがわかる。

表 3　 昭和 33 年版小学校学習指導要領における学
校飼育動物の内容

昭和 33 年　小学校学習指導要領　
第 4 節　理　　　科
第 2 各学年の目標および内容

〔第 1 学年〕　　　　
エ 飼っている動物の観察と、世話の手伝いをする。

（ア）  うさぎ・にわとり・小鳥などのような親しみやすく飼
いやすい動物にえさを与え たり、運動させたりなど
して観察し、興味と関心を深め、これをかわいがる。

（イ） きんぎょやめだかなどをガラスの水そうに入れてえ
さを与え、その食べ方や泳ぎ方に気づく。 
きんぎょなどには、大きさ・色・形の違ったものが
あることに気づく。

2 年
ウ 田畑の虫の生活に関心をもつ。

（イ） 田畑で採集した虫をびんや箱に入れて、えさを与え、
食べる様子を観察するとともに、それらの虫の生活
に興味を深める。

エ 池や小川（海）の生物を観察する。
（イ） 池や小川（海）で採集したいろいろな動物を水草と

ともに水そうに入れて観察し、それぞれの形や泳ぎ
方などについて違いのあることに気づく。

3 年
ウ 鳴く虫の種類や生活の様子を調べる。

（イ） 採集した虫を飼って観察し、鳴く虫にもいろいろあ
ることに気づき、雌雄の別、鳴く様子、食べ物や食
べ方などがわかる。

エ かえるの育つ様子を観察する。
（ア） かえるの卵やおたまじゃくしなどを飼育し、成長に

伴うからだの著しい変化を観察記録して、その育ち
方に気づく。

4 年
イ  飼っている動物の世話をし、その育ち方や習性を調
べる。

（ア） にわとりやうさぎなどのような飼いやすい動物がう
まく育つように世話をし、育ち方、えさの種類、著
しい習性について知る。

エ  虫を飼育したり、観察したりして、その一生の変化
を調べる。

（ア） ちょう、またはかいこなどを飼育・観察し、その育
つ様子を記録して、卵から幼虫・さなぎを経て成虫
となる事実に気づく。

5 年
魚のからだのつくり・習性・ふえ方を調べる。
（エ） めだかなどのふやしやすい魚を飼育して、魚が卵か

ら生れて育っていく様子を観察するとともに、魚の
養殖のしかたを知る。

4． 昭和 43 年版小学校学習指導要領における学
校飼育動物の内容

昭和 43年版学習指導要領の改訂により、表 4よ
り、扱う内容は、「動物の動き方や形には，それぞ
れ特徴があること。」や「動物によって，食べ物や
食べ方に違いがあること。」のように、動物の生態
や形態が中心あり、飼育や世話が一切理科の内容
としてはなくなり、飼育活動が理科の内容として位
置づけられなくなった。さらに、ウサギやニワトリ
を教育的に利用するのも第一学年に限られるように
なった。



21戦後における学校飼育動物の教育的利用に関する研究（１）

表 4　 昭和 43 年版小学校学習指導要領における学
校飼育動物の内容

昭和 43 年度　小学校学習指導要領　第 4 節　理　　科
第 2　各学年の目標および内容

〔第 1 学年〕
2  内　容　Ａ　生物とその環境

（2） 身近に見られる動物の特徴を理解させる。
ア 動物の動き方や形には、それぞれ特徴があること。
イ 動物によって、食べ物や食べ方に違いがあること。
ウ  動物によって、卵から孵化（ふか）するものや、親
に似た形で生まれてきたりするものがあること。

エ ウサギ、ニワトリなどのからだはあたたかいこと。　　　　
3  内容の取り扱い

（2）   内容のＡの（2）の「身近に見られる動物」には、た
とえばウサギ、シロネズミ、ニワトリ、小鳥、フナ、
キンギョなどが考えられる。

5． 昭和 52 年版小学校学習指導要領における学
校飼育動物の内容

表 5より、ウサギやニワトリの飼育に注目した場
合、はっきりとした記述はないが、第二学年は「草
むらや水中などの動物」が中心であることから、第
一学年が飼育の中心であることが推察される。ま
た、昭和 43年版小学校学習指導要領とは異なり、
「飼う」「世話」「育てる」というように飼育が前提
の記述へと変更がなされている。ただし、「飼う」
「世話」「育てる」はあくまで動物の形態や生態を
調べるための手段となっており、理科の内容に位
置づいているかどうかは意見の分かれるところで
あろう。しかし、表 5-2より、目標の中にも飼育活
動に関連する用語が見られ、全体として飼育活動
を前提として記述されていることはわかる。

表 5-1　 昭和 52 年版小学校学習指導要領における
学校飼育動物の内容

昭和 52 年度　小学校学習指導要領（昭和 55 年 4 月施
行）　第四節　理科
第 2　各学年の目標及び内容

〔第 1 学年〕
2 内　容

（3） いろいろな動物を探したり飼ったりさせながら、動
物の食べ物、体の形、動きなどの特徴に気付かせる。

〔第 2 学年〕
2 内　容

（2）   草むら、水中などの動物を探したり工夫して飼った
りさせながら、それらの食べ物、住んでいる場所、
動きなどに違いがあることに気付かせる。

第 3　指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い
　 1　 低学年の指導に当たっては、児童が見たり探した

り育てたり作ったりするなどの活動を通して自然の
特徴をとらえるようにするとともに、特に言語、数
量、造形などに関する諸活動との関連を図り、指
導の効果を高めるように配慮する必要がある。

表 5-2　 昭和 52 年度　小学校学習指導要領の各
学年の目標の一部抜粋

第 1学年　（1）　
「身近に見られる生物を探したり世話をしたりさせて」
第 2学年　（1）　
「身近に見られる生物を探したり育てたりさせて」
第 3学年　（1）　
「身近に見られる生物を探したり育てたりしながら」
第 4学年　（1）　
「生物を育てながら成長の様子を継続して調べ」
第 5学年　（1）　
「生物の成長の様子及び体の仕組みを調べ」
第 6学年　（1）　
「植物の成長や繁殖及び人体について調べ」

4．結論と今後の課題

以上、平成元年の生活科が誕生する前までの学
習指導要領を中心に分析してきた。その結果、戦
後、平成元年以前においても小学校において、理
科の中で動物を飼育刷る可能性又は教育的利用の
可能性に関しては学習指導要領中に位置づけられ
ていることが明らかになった。
一方、昭和 43年版小学校学習指導要領において、
飼育活動自体は理科の内容に位置づけられなくな
り、飼育活動は動物の形態や生態を知るための手
段となった。
学年の推移に注目すると、学校飼育動物を飼育

する主体となる学年は、「学校飼育動物」は、戦後
しばらくは国民学校期以来と同様の小学校の第四
年生、第五年生において世話をすることになって
いたが、昭和 27年版以降において第五学年生がウ
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サギやニワトリを飼育する主体からはずされ、低学
年が中心となっていき、「昭和 43年版小学校学習
指導要領」以降は第一学年が中心となっていった
ことがわかる。
なお、当然のことではあるが、平成元年度の生
活科誕生時においては生活科の教科の内容として
小学校第一学年、第二学年に飼育活動が位置づい
ている。
以上のように、平成元年度より前の学習指導要
領には、ほぼ全期にわたって動物飼育についての
記述があり、理科教育上内容として位置づいてい
たにも関わらず、なぜ実際には学校で教育的には
動物飼育は行われていないと見られていたのであ
ろうか。あるいは実際に教育的な利用をしていな
かったのだろうか。今後は、各学習指導要領の改
正の背景や教科書、当時の実践記録等を踏まえ、
学校飼育動物を飼育する主体の学年の変更理由や
学校飼育動物の飼育活動が教科の内容から手段へ
と移行した時期の理由についてさらに検討をして
いきたい。
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