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はじめに
本校生物生産科１年生の農業科目「農業科学基礎」
における動物の飼育に関する学習と果樹園管理への
利用を目的に鶏の飼育について研究した。
２

研究の概要と目的
桃果樹園の中で鶏を放し飼いし、除草や堆肥づく
りをさせながら飼育実習を行った。鶏による果樹園
の除草効果について研究するとともに、生徒が鶏飼
育を通して動物飼育の基礎を学び、生命を育てる喜
びや楽しさを味わい、農業専門学習に興味を持つこ
と、さらに、と殺・解体、調理、試食まで体験する
ことで、命の重さや食料への感謝の気持ちを持てる
ようになることをめざして取り組んだ。

写真１

鶏舎と防風ネット

３ 方法
（１）期間
（２）場所

平成１５年４月〜１６年２月
①校内の桃果樹園 ３年生若木間の空
き地約１００㎡
②黒土農場桃果樹園 ５００㎡
（３）鶏
チャボ（雑種）10 〜 15 羽
肉用雑種鶏１５羽
（４）飼育管理 ５月上旬〜２月下旬
生徒３人一組によるチャボの当番飼育
（給餌、観察記録）
（５）果樹園除草実験 ５月上旬〜１０月下旬
校内桃果樹園での放し飼いによる除草効果観察
（６）堆肥製造実験１０月下旬〜２月下旬
除草実験の終了後、有機物（落ち葉、わら、剪
定チップ、もみがら）を投入し、鶏の活動に伴う
鶏糞との混合・撹拌による堆肥化観察
（７）解体利用実習（２月１７日実施）
・肉用鶏のと殺解体
・消化器、生殖器の観察
・肉の利用・試食

写真２

裸地になった飼育場

写真３
４ 経過
５月上旬 鶏舎作成・設置、飼育開始（写真１）
鶏舎床面積約３㎡ 木造（すのこ利用）鶏舎の
周り約６０㎡を防風ネットで囲んだ。 １５日チ
ャボ雑種１３羽飼育当番開始。産卵が始まる。
７月下旬（約２．５ヶ月後）
鶏が草の芽を盛んについばむのでネットの内側
の草はほとんど無くなり裸地になった。
（写真２）
しかし、隅の方にギシギシの他、セイタカアワ
ダチソウ、オオアレチノギク、ヒメジオンは繁っ
ている。
（写真３）
７月初めに一週間桃の木のネットをはずし、桃
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写真４

残った草

黒土農場の飼育場

の木に対する食害の有無を観察した。
８月６日
校内の飼育場には草が無くなったので黒土農場の
桃園約４００㎡に鶏１３羽を移動。
ネットを張り、
給餌器と給水器を設置。小屋は無し。（写真４）
８月８日
台風１０号の接近で強風。網が一部倒れ、鶏が
全ていなくなる。野獣（狐、狸、イタチ、野犬な
どか）に食われたと思われる。
８月２５日
校内で再度飼育を始める。チャボ１８羽。
親鳥１羽とヒナ４羽が獣に盗られる。戸締まり
を厳重にしたが、鳥が慣れてネットから飛び出す
ようになり、時々犬や獣に襲われることがある。
１０月下旬
堆肥をつくる実験開始。もみ殻（約４
剪
定チップ（約２
投入。地表面が１０ｃｍぐら
い覆われている状態。
１１月中旬
なかなか堆肥化しないので、堆肥化促進試験区
を設定。
ネットの内側に２ｍ×４ｍの区画を作り、
その中で、堆肥の生成を促すことにする。（写真
５）
①試験区のもみ殻などを一旦全部取り除く
②枠板を埋め込む ２ｍ×４ｍ ８㎡
③３０ｃｍほどに切断した稲ワラを約１６ｋｇ
投入（２ｋｇ／㎡）
④その上に剪定チップ（広葉樹）の放置してし
めったもの３２ｋｇ（４ｋｇ／㎡）投入 山
に積み上げておき、鶏に広げさせる。
以後、枠の中のワラやチップが減る度に剪定チ
ップやもみ殻、鶏糞のまじった土を投入。

写真５

写真６

堆肥化が進まない飼育場の有機物

２月１７日
解体利用実習
２月２０日
全頭処分（研究終了）
５ 飼育に関する結果と考察
（１）鶏の飼育による果樹園の除草効果について
鶏飼育による除草効果は十分ある。飼育密度は
今回の１０㎡当たり１羽ほどで十分であった。鶏
は雑草を芽のうちについばみ掘り返すので、２．
５ヶ月でほとんど裸地になった。特にイネ科の雑
草については嗜好性が強い。管理省力化に有効と
思われた。
しかし、ギシギシやセイタカアワダチソウ、オ
オアレチノギク、ヒメジオンなどがある程度成長
してしまった場合は葉を好まないので、群生して
しまった。ある程度は人による管理も必要と思わ
れる。
（２）果樹への食害について
桃の木に対する食害が懸念されたため、若木を
ネットで囲んで飼育したが、途中で一度ネットを
取って様子を観察した。（写真７・８）

発酵堆肥製造試験枠

１２月中旬
解体実習用に成鶏１５羽を導入。堆肥化は、低
温、積雪、過湿のため進まず、鶏の踏圧により固
くしまっている。（写真６）

写真７ ネットをはずした時の桃の周りの雑草
繁茂した雑草は数日のうちに食い尽くされ、掘
り返されてしまったが、桃の葉はほとんど食われ
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なかった。それほど関心を示さなかったので、嗜
好性は低いと思われた。今回は１週間ほどで、再
び若木をネットで囲って保護したが、雑草が生え
ている期間は桃の葉を食うことはないことがわか
った。ただし、雑草が無くなり、緑餌が不足する
と、鶏の旺盛な好奇心と摂食活動から葉への被害
が出ることもあるかもしれない。

写真８

腐りにくい。剪定くずの方が吸水性があり発酵し
やすいようである。ワラは長いままでは鶏では撹
拌できず、短く切ると腐りやすいが、つぶれてし
まうのでできる堆肥の量は少なくなるであろう。
堆肥の実用的な生成には春から秋の間が適する
と思わるが、今回の材料は堆積しておき、熟成の
様子を引き続き観察したい。
（６）動物飼育教材としての効果について
動物の飼育に関しては生徒の興味が強く、飼育
当番も班員が助け合い分担し合って協力すること
で、学習活動の活性化、仲間作りに役立った。そ
の意味で、１年生でクラス全体として取り組ませ
る教材として有効であった。しかし当番飼育は１
学期中ぐらいは継続できたが、夏休みに一度全滅
して鳥が入れ替わったこともあり、数人を除いて、
関心が低くなった。生育、繁殖、行動調査、実験
など継続・発展的学習の工夫が必要と思われた。

３日間で桃の木の周囲はほぼ裸地になった
が果樹への食害はない

（３）野獣による被害について
野獣による被害は、校地内では少ないが、遠隔
地の果樹園では、ネットの破損もあり、全滅した。
昼間に襲われることはなかったので、夜間の小屋
飼いか、金網や電牧柵等の保護策が必要と思われ
る。
（４）桃果樹に対する薬剤散布の影響について
桃果樹には頻繁な薬剤散布が必要であり、鶏へ
の影響が心配される。今回は若木の間で飼ったた
め、薬剤散布は４回ほどであった。その間は鶏舎
へ入れておくことで特に問題はなかった。しかし
殺菌剤や殺虫剤のかかった雑草を鶏が食うことは
鶏の健康と肉や卵の安全性の面から大きな問題で
ある。この点において、桃をはじめとした果樹園
の中での鶏飼育には問題がある。今回のように薬
剤散布をあまり必要としない若木の間か、有機栽
培できる果樹（みかん等）との組み合わせしか健
康な鶏の飼育は難しいと思われる。
（５）鶏による有機物の堆肥化について
鶏は盛んに土を掘り返す習性があり、有機物を
投入して鶏糞と撹拌させることにより良好な堆肥
を作ることが可能と思われる。ただし、今回の実
験が晩秋から冬季になり、雨や雪が多かったり気
温が低かったために発酵はあまり進まず、実用化
にはいたらなかった。また、鶏糞の量と撹拌活動
の両面から、もう少し飼育密度を上げることの必
要性が感じられた。
堆肥の材料としてはもみ殻が入手しやすいが、
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６．解体実習に関する結果と考察
３学期に行った動物飼育に関する学習のまとめ
として、予定どおり２月中旬に解体・利用実習を
行った。しかし、ちょうど時期的に鶏インフルエ
ンザの国内発生が問題となってきたので、内容的
にはと殺・脱羽は生徒にはさせず、と体の状態か
らスタートした。（写真９から１３）

写真９

と殺演示

（１）実習内容
①と殺の演示、見学
②解体（脚、手羽、胸肉のはずし方）
③消化器・生殖器の説明と観察・スケッチ

④肉処理、調理（からあげ）
⑤合掌、試食
⑥まとめ（感想レポート）
（２）材料と方法
鶏 ：１２月に導入した肉用廃鶏 ３人ずつの班
（１１班）で各１羽を処理
生徒：生物生産科１年３２人（内２人早退欠課）
教員：教諭２名 実習教員３名
時間：１０：３０〜１３：５０（２〜６校時）
（３）成果と問題点
生徒はだいたい興味深く熱心に実習に取り組ん
でいた。しかし、体調不良を理由に早退、欠課した
２名は元から実習を嫌がっていた女子生徒とそれに
同調した男子生徒である。また、気持ち悪いからと
あまり実習に参加しなかった生徒も３〜４人いた。
これらの生徒は日頃から授業への意欲が低い生徒で
あり、加えてこの実習に関しては積極参加を強制せ
ず見学を認めていたのでいたしかたない面もある。
生徒の感想として目立ったものは、①貴重な体
験だった。②自分で殺すのは嫌だ。③実験のために
殺すのはかわいそうだ。④命の大切さを感じた。⑤
誰かが肉を処理してくれているということがわかっ
た。⑥内蔵を観察するのが気持ち悪かった。⑦これ
からは肉を感謝して食べる。などであった。
ほぼ実習の目的に沿った反応だったが、殺すとい
うことへの強い拒否反応が感じられた。怖いとか気
味悪いという経験の少なさからくる理由の他に、こ
んな学習のために鶏の命を無駄にしてはいけないと
いう意見が複数あった。命の尊さを主張していると
もとれるが、自分の責任としては引き受けたくない
と言う身勝手さともとれる。生命を直接に扱う授業
の難しさとインパクトの強さを再確認した。
事前指導に時間をかけたので、実習の目的は理解
されており（賛同できるかどうかは別にして）、実
習もスムーズに進んだ。また教員の協力体制も十分
であった。ただ、考査直前の最後の時間に実習を組
んだため、事後の指導の時間がなかった。実習で生
じた疑問や感動をうけてさらに学習を深めることが
できなかったことが反省点である。
また、今回は鶏インフルエンザの発生があり、生
徒からも不安の声があった。特に問題はないと考え
るが、時期的にこの病気の出やすい冬場を避け、年
内に実習を終える方が無難だと思われる。

写真１０

写真１１
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解体

内蔵の観察

写真１２

試食前に合掌

写真１３

からあげ試食

７

まとめ
今回の研究により、果樹園の除草に鶏が十分役立
つことがわかった。果樹への食害も無かった。ただ
し、かなり広い面積を用意しないと草が不足し、桃
の葉を食う可能性があることと薬剤の散布が問題点
となった。また、遠隔地の果樹園に放し飼いする時
は野獣対策が必要で、夜だけは小屋に入れることが
望ましい。
動物に対する生徒の興味は強く、飼育を通して活
気ある学習活動や集団作りに寄与できることがわか
った。解体・試食実習では、どきどきする体験を通
し生命・食料に対して真剣に考えるきっかけとな
り、やってよかったと肯定的にとらえている生徒が
ほとんどであった。しかし、中には嫌がったり消極
的にしか取り組めない生徒もいた。いずれにしろ、
殺して食べることだけで終わらず、そこで生じた心
の動きをとらえ、さらに深く考え、広く展開してい
くための取り組みが今後の課題である。
おわりにあたり、この研究に対し助成していただ
いた岡山県産業教育振興会にお礼申し上げます。

-5-

