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Ⅰ．はじめに
人類の文明の発展により，物資，情報などはより速
く，より遠くへ移動することが可能となっている．こ
のような人類の活動に伴い，生物も既存の地域から他
地域への移動が多く確認されている．このように，他
地域に移動し，移動先で定着した生物は外来生物と呼
ばれている．環境省（2003）は外来生物の問題として，
在来生物の捕食，踏みつけによる植生への影響，競合
による在来生物の駆逐，土壌環境の攪乱，交雑による
遺伝子的攪乱，人への健康被害，農林水産物への被害
などをあげている．
このような外来生物への対応は重要となってくるが，
その対応は環境省や地方公共団体，駆除業者，民間の
環境保全団体などが主に行っている1）．上杉（2005）

は，日本の外来生物対策の指針は「侵入の予防」「早
期発見・早期対応」「防除」と述べている．確かに，
「侵入の予防」「早期発見・早期対応」「防除」は外来
生物に対してのコスト削減や早期的効果において，か
なり有効だと思われる．しかし，外来生物対策を行政
や業者，有識者のみで行うことには，その効果に疑問
が残る．外来生物に関する知識を持った市民の育成も
不可欠である．生物多様性条約第６回締結国会議2）で
の外来生物に関する教育と普及啓発を受け，環境省
（2003）は学校教育での教材の整備や人材の研修・育
成が外来生物対策の啓発に必要と表明している3）．
学校教育で外来生物がどのように扱われているか調
べる指標の一つに，教科書（教科用図書）があると考
える．教科書は学校で使用されている主たる教材と学
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校教育法で定められている4）．市川（2004）は，学習
指導要領を具現化したものが教科書であると述べてお
り，教科書における外来生物の扱いの研究報告もある．
土井・林（2015）は小学校生活科（2011年発行），小
学校理科（2011年発行），中学校理科（2012年発行），
高等学校生物基礎（2012年発行）の教科書計４社・34
冊に記載されている外来生物（種名）を数えた．その
結果，合計126種の外来生物が教科書で確認された．
また，加藤（2010）は教科書での外来生物の扱いにつ
いて教科書の内容まで調査し，その結果，中学校理科
教科書では外来生物が生態系の釣り合いを乱す脅威に
なり得ることから，生徒への注意を喚起する記述があ
る一方，外来生物について取り上げていない教科書も
あると報告している．加藤（2010）の調査対象教科書
を閲覧すると，生徒への注意喚起として，「安易にほ
かの地域の生物を持ちこまないように，気をつけなけ
ればなりません．」と記載している教科書（三浦ほか，
2005：105）が確認できた．
この加藤（2010）の調査対象となった教科書は平成
10年告示の学習指導要領に準拠したものであった．現
在，学校現場は新学習指導要領の移行期間ではあるが，
使用されている教科書は平成20・21年告示の学習指導
要領に準拠している．教科書での記述状況を調べる際
には，その原点となる学習指導要領とその解説での外
来生物の取り扱いについても調べる必要があると筆者
は考える．学校教育に大きな影響を与えている学習指
導要領とその解説，教科書における外来生物に関する
記載を調査することにより，環境省（2003）が求めて
いる学校教育での外来生物の教育が学校現場でどのよ
うに展開されているか推察することが可能になると考
える．この推察から，現在の外来生物に関する教育が
妥当であるかの検討も可能になる．

Ⅱ．目的
本稿の目的は，『小学校学習指導要領』（文部科学省，
2008a）の生活科と理科，『中学校学習指導要領』（文部
科学省，2008b）での理科，『高等学校学習指導要領』
（文部科学省，2009a）理科における外来生物の記述状
況について調べ，これらの趣旨を反映させた教科書で
の外来生物の扱いについて調べる．そこから，外来生
物対策としての公教育における外来生物教育の展開に
ふれる．

Ⅲ．方法
外来生物に関する記述状況は，小学校生活科，小学
校理科，中学校理科，高等学校理科の４教科で調べた．
まず，『小学校学習指導要領』（文部科学省，2008a）
の生活科の部分と理科の部分において外来生物が記載
されているか確認した．次に，『中学校学習指導要領』
（文部科学省，2008b）では理科の範囲，『高等学校学
習指導要領』（文部科学省，2009a）も理科の範囲にお
いて外来生物に関する記述を確認した．さらに，学習
指導要領の内容を説明している『小学校学習指導要領
解説　生活編』（文部科学省，2008c），『小学校学習指
導要領解説　理科編』（文部科学省，2008d），『中学校
学習指導要領解説　理科編』（文部科学省，2008e），
『高等学校学習指導要領解説　理科編理数編』（文部
科学省，2009b）でも外来生物の扱いについて調査
した．
また，学習指導要領を受け，つくられた小学校生活
科（８社16冊），小学校理科（６社24冊），中学校理科
（５社15冊），高等学校科学と人間生活（５社５冊），
高等学校生物基礎（５社10冊），高等学校生物（５社
５冊）の教科書を調査した．文部科学省の教科書検定
審査に合格した全ての教科書を調査対象とした．

Ⅳ．結果
１．小学生活科
a．学習指導要領と学習指導要領解説
『小学校学習指導要領』（文部科学省，2008a）の生活
科の部分では，外来生物に関する記載はなく，『小学
校学習指導要領解説　生活編』（文部科学省，2008c）
においても外来生物の記載は確認できなかった．
b．教科書
調査の対象とした生活科検定教科書は以下の８社16
冊である．

片上宗二ほか（2015）：みんなとまなぶ　しょう
がっこう　せいかつ　上，学校図書．
片上宗二ほか（2015）：みんなとまなぶ　しょう
がっこう　せいかつ　下，学校図書．
加藤明ほか（2015）：新編　あたらしいせいかつ　
上，東京書籍．
加藤明ほか（2015）：新編　新しい生活　下，東
京書籍
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森隆夫ほか（2016）：せいかつ上　みんなだいす
き，光村図書．
森隆夫ほか（2016）：せいかつ下　みんなともだ
ち，光村図書．
村川雅弘ほか（2015）：わたしとせいかつ上　み
んななかよし，日本文教出版．
村川雅弘ほか（2015）：わたしとせいかつ下　ふ
れあいだいすき，日本文教出版．
滝沢武久ほか（2015）：たのしいせいかつ上―な
かよし，大日本図書．
滝沢武久ほか（2015）：たのしいせいかつ下―
はっけん，大日本図書．
寺尾愼一ほか（2015）：わくわくせいかつ　上，
啓林館．
寺尾愼一ほか（2015）：いきいきせいかつ　下，
啓林館．
若林学編集代表（2015）：せいかつ上　あおぞら，
信州教育出版社．
若林学編集代表（2015）：せいかつ下　そよかぜ，
信州教育出版社．
養老孟司ほか（2015）：せいかつ上　みんななか
よし，教育出版．
養老孟司ほか（2015）：せいかつ下　なかよしひ
ろがれ，教育出版．

小学校生活科の教科書の「上」は小学校第１学年で
使用され，「下」は第２学年で使用される．上記の８
社16冊の内，外来生物について記載があったのは１社
１冊のみで，「アメリカザリガニは，外来しゅです．
外来しゅをかうときは，にがさないでさい後まできち
んとかわいがりましょう．」と記載されていた（養老
ほか，2015：43）．ここでは外来生物を「外来しゅ」
と表現していた．また，外来生物が唯一登場するこの
生活科の教科書では，外来生物について説明されてな
かった．小学校生活科の教科書に関する記述（ここ
では「外来しゅ」という記述）が１冊のみのであっ
た理由として，『小学校学習指導要領』（文部科学省，
2008a）には，生活科で外来生物の扱いが明記されて
いないからだと考える．
６社８冊の教科書で身の回りで見ることのできる外
来生物が生物教材として登場しており，その内の６社
７冊でアメリカザリガニが登場していた（加藤ほか，

2015a；森ほか，2016a；森ほか，2016b；村川ほか，
2015；滝沢ほか，2015；若林，2015；養老ほか，2015）．
アメリカザリガニは身の回りで見ることができ，飼育
しやすい理由から教材として紹介されていると考えら
れるが，アメリカザリガニが外来生物であることはほ
とんど説明されておらず，先の教科書のみ「外来しゅ」
という用語が登場していた（養老ほか，2015：43）．
他方で，生物の放逐への注意が見られる教科書は多
く確認できた．例えば「もといたばしょにかえそう」
（加藤ほか，2015b：55）など，小学校で飼育・観察に
使用した生物を採集地でリリースすることを児童に指
示していた．このような飼育後の生物のリリースに関
しての注意喚起は５社６冊（片上ほか，2015；加藤ほ
か，2015a；加藤ほか，2015b；森ほか，2016a；村川ほ
か，2015；寺尾ほか，2015）で確認できた．過去に学
校教材であったオオヒキガエルの放逐による国内外来
生物などもあり（増永ほか，2005），生物放逐への注
意は国内外来生物や遺伝子の攪乱（環境省，2003）の
予防になると考える．
小学校生活科の教科書における外来生物の記載をま
とめると，以下の表１のようになった．

表１　生活科教科書における外来生物の記載数
（N＝16）

『小学校学習指導要領』（文部科学省，2009a），『小学
校学習指導要領解説　生活編』（文部科学省，2008c）
の両者では小学校生活科において，外来生物を扱うと
されていないので，小学校生活科の教科書には外来生
物の説明がほとんどなかった．他方，外来生物は児童
の身の回りでよく見られることや，飼育しやすいこと
から教材として教科書に登場していた．

２．小学校理科
a．学習指導要領と学習指導要領解説
『小学校学習指導要領』（文部科学省，2008a）の理科
の項目においても外来生物の記載はなく，『小学校学
習指導要領解説　理科編』（文部科学省，2008d）にも
その記載はなかった．『小学校学習指導要領』（文部科
学省，2008a），『小学校学習指導要領解説　生活編』
（文部科学省，2008c），『小学校学習指導要領解説　理
科編』（文部科学省，2008d）のなかで外来生物を取り
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扱うとされていないので，日本の小学校では，外来生
物を学習する法的根拠は弱い．
b．教科書
外来生物について調査した教科書は以下の６社24
冊であった．

有馬朗人ほか（2015）：新版　たのしい理科　３
年，大日本図書．
有馬朗人ほか（2015）：新版　たのしい理科　４
年，大日本図書．
有馬朗人ほか（2015）：新版　たのしい理科　５
年，大日本図書．
有馬朗人ほか（2015）：新版　たのしい理科　６
年，大日本図書．
石浦章一ほか（2015）：わくわく　理科　３，啓
林館．
石浦章一ほか（2015）：わくわく　理科　４，啓
林館．
石浦章一ほか（2015）：わくわく　理科　５，啓
林館．
石浦章一ほか（2015）：わくわく　理科　６，啓
林館．
癸生川武次編集代表（2015）：楽しい理科　３年，
信州教育出版社．
癸生川武次編集代表（2015）：楽しい理科　４年，
信州教育出版社．
癸生川武次編集代表（2015）：楽しい理科　５年，
信州教育出版社．
癸生川武次編集代表（2015）：楽しい理科　６年，
信州教育出版社．
毛利衛ほか（2016）：新編　新しい理科　３年，
東京書籍．
毛利衛ほか（2016）：新編　新しい理科　４年，
東京書籍．
毛利衛ほか（2015）：新編　新しい理科　５年，
東京書籍．
毛利衛ほか（2015）：新編　新しい理科　６年，
東京書籍．
霜田光一ほか（2015）：みんなと学ぶ　小学校　
理科　３年，学校図書．
霜田光一ほか（2015）：みんなと学ぶ　小学校　
理科　４年，学校図書．

霜田光一ほか（2015）：みんなと学ぶ　小学校　
理科　５年，学校図書．
霜田光一ほか（2015）：みんなと学ぶ　小学校　
理科　６年，学校図書．
養老孟司ほか（2016）：みらいをひらく　小学理
科　３，教育出版．
養老孟司ほか（2016）：未来をひらく　小学理科　
４，教育出版．
養老孟司ほか（2016）：未来をひらく　小学理科　
５，教育出版．
養老孟司ほか（2016）：未来をひらく　小学理科　
６，教育出版．

小学校理科教科書において，「外来生物（または外
来種）という用語の有無」「外来生物についての説明」
「外来生物の移入経緯」「外来生物の影響」「外来生物
対策」「外来生物に関する法令」という項目に関する
内容で，教科書に記載されている外来生物に関する内
容を確認した．表２は各項目が記載されていた教科書
数を整理したものである．

表２　教科書のおける外来生物の記載内容（小学校理科，
N＝24）

先述したように『小学校学習指導要領』（文部科学
省，2008a）と『小学校学習指導要領解説　理科編』
（文部科学省，2008d）には外来生物の取り扱いは記載
されていないが，小学校理科の教科書では外来生物の
記載が見られた．特に第６学年になると，６社中１社
１冊が「外来種」という用語を使用していた（霜田ほ
か，2015a）．また，第６学年の教科書では，外来生物
の影響として，３社３冊において在来生物の捕食が記
載されていた（石浦ほか，2015a；毛利ほか，2015；
霜田ほか，2015a）．外来生物の移入経緯については
１社１冊のみの記載となっており，そこではペットの
放逐や逃げ出しについて触れられていた（石浦ほか，
2015a）．生活科の教科書同様に，外来生物対策とし
て第３学年の教科書では，２社２冊で理科の授業で観
察した生き物は元いた場所に返そうと記載されていた
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（石浦ほか，2015b；養老ほか，2016）．また，飼って
いた生物をむやみに放逐してはならないという旨の記
載は，第５学年の教科書１社１冊（霜田ほか，2015b），
第６学年の教科書で２社２冊で確認できた（石浦ほか，
2015a；霜田ほか，2015a）．このような記載は，近年
一般市民のペットの放逐による外来生物が問題となっ
ており5），社会の実態を踏まえた内容となっている．
放逐した生き物が与える影響を理解できる第３学年の
児童の教科書にこのような記述があるのは，小学生は
ペットとして生き物を飼う可能性がある中で，外来生
物となるペットの放逐を未然に防ぐことがねらいであ
ろう．他方，身の回りで見られる生物教材として，生
活科同様，アメリカザリガニやセイタカアワダチソウ
など６社21冊の教科書に外来生物がその説明もなく
登場していた．
先述したように，小学校第３～６学年理科の教科書
で，「観察が終わっても，自然の池や川にメダカを放
したり，水草をすてたりしない」（有馬ほか，2015：
41）など，ほとんどの教科書が外来生物を未然に防ぐ
行為のみ記載され，その行為の意図は説明されていな
かった．放逐しない行為はとても重要で，実際の理科
授業では教師による説明が必要と考える．そこで，教
科書会社から発刊されている『教科書用指導書』6）を
確認すると，第３学年で１社，第５学年で１社，第６
学年で２社の『教師用指導書』で，教師に対する外来
生物についての説明があった．第３学年，第５学年で
の教師用指導書では飼育した生物の放逐による在来生
物の遺伝子撹乱について記載されていた（石浦ほか，
2015c；霜田ほか，2015c）．第６学年の教科書用指導書
では，アライグマなどの特定外来生物の具体例やそれ
に関する法令が記載されていた（石浦ほか，2015d；
霜田ほか，2015d）．児童を指導する教師が外来生物に
関する知識を持つことにより，教科書に書かれている
内容をより深く児童に指導できると考える．教科書用
指導書は小学生に教科書記載内容をより理解できるよ
う，教師の知見を高めるものとなっていた．しかし，
指導書における外来生物に関する記載は小学校第６学
年で６社中２社と少なかった（石浦ほか，2015d；霜
田ほか，2015d）．

３．中学校理科
a．学習指導要領と学習指導要領解説
『中学校学習指導要領』（文部科学省，2008b）では，

自然と人間の単元で「『外来種』について触れる」と
記載されていた．また，『中学校学習指導要領解説　
理科編』（文部科学省，2008e）でも，「人間の活動や
自然環境の変化が自然界のつり合いに影響を与えるこ
とを理解させる．」とあり，その際に外来生物を取り
上げるとしている．これらから，中学校の発達段階で，
全国民が外来生物について学習するという文部科学省
の方針が窺える．
b．教科書
中学校理科の教科書は以下に記すように５社３学年
分，15冊の教科書を確認した．

有馬朗人ほか（2016）：新版　理科の世界　１，
大日本図書．
有馬朗人ほか（2016）：新版　理科の世界　２，
大日本図書．
有馬朗人ほか（2016）：新版　理科の世界　３，
大日本図書．
細矢治夫ほか（2016）：自然の探究　中学校理科　
１，教育出版．
細矢治夫ほか（2016）：自然の探究　中学校理科　
２，教育出版．
細矢治夫ほか（2016）：自然の探究　中学校理科　
３，教育出版．
岡村定矩ほか（2016）：新編　新しい科学　１，
東京書籍．
岡村定矩ほか（2016）：新編　新しい科学　２，
東京書籍．
岡村定矩ほか（2016）：新編　新しい科学　３，
東京書籍．
霜田光一ほか（2016）：中学校　科学　１，学校
図書．
霜田光一ほか（2016）：中学校　科学　２，学校
図書．
霜田光一ほか（2016）：中学校　科学　３，学校
図書．
吉川弘之ほか（2015）：未来へひろがる　サイエ
ンス　１，啓林館．
吉川弘之ほか（2015）：未来へひろがる　サイエ
ンス　２，啓林館．
吉川弘之ほか（2015）：未来へひろがる　サイエ
ンス　３，啓林館．
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中学校の教科書においても，小学校理科同様「外来
生物（または外来種）という用語の有無」「外来生物
についての説明」「外来生物の移入経緯」「外来生物の
影響」「外来生物対策」「外来生物に関する法令」とい
う項目に関する内容が記載されているか確認した．各
項目が登場した教科書数をまとめたものが表３である．

表３　教科書のおける外来生物の記載内容（中学校理科，
N＝15）

中学校の教科書での特徴は第３学年の教科書全てに
おいて外来生物が扱われていたということである．こ
れは学習指導要領にて「自然と人間」単元で「外来
種」について扱うとされていることに由来する．ここ
に，学習指導要領が教科書に与える影響の強さが理解
できる．この単元は義務教育における理科の最後の単
元と位置づけられており，全国の中学３年生が教科書
を通して外来生物について学ぶことになる．ここでの
ねらいは，これまで学習した理科の知識を活用して，
人間の活動と環境との関わりについての認識を深める
ことである（文部科学省，2008b）．第３学年では，全
教科書会社が外来生物（または外来種）という用語を
示し，これへの説明文が記載されていた．さらに，外
来生物の移入経緯など小学校理科の教科書より説明文
章も増えていた（細矢ほか，2016；岡村ほか，2016a；
霜田ほか，2016a）．
外来生物対策の内容としては，小学校生活科から小
学校理科，中学校理科第２学年（岡村ほか，2016b；
霜田ほか，2016b）までは生き物をむやみに放逐する
ことを回避することにより，飼っていた生き物が外来
生物になることを防止する内容であった．一方，中学
校第３学年の教科書になると，外来生物対策として殺
処分や刈り取りによる駆除について２社が紹介して
いた（細矢ほか，2016；霜田ほか，2016a）．この外
来生物への対応は，環境省・農林水産省・国土交通省
（2015）から出ている「外来種被害防止行動計画～生
物多様性条約・愛知目標の達成に向けて～」の「効果
的，効率的な防除の推進」に記載されている外来生物
に対する効果的な駆除の実施例であった．

４．高等学校理科
a．学習指導要領と学習指導要領解説
『高等学校学習指導要領』（文部科学省，2009a）の
理科においては，外来生物の取り扱いに関する記載は
確認できなかった．他方，『高等学校学習指導要領解
説　理科編理数編』（文部科学省，2009b）の生物基礎
では，外来魚の生態とその移入前後の在来魚の種数や
個体数の変動を文献・資料で調査することを探究活動
の例としてあげている．さらに，生物でも生物多様性
に影響を与える要因として外来生物を扱うことを示し
ている（文部科学省，2009b）．
b．教科書
高等学校の理科は科学と人間生活，物理基礎，物理，
化学基礎，化学，生物基礎，生物，地学基礎，地学，
理科課題研究の科目に分かれている．そこで，本稿で
は，まず外来生物に関係のあると思われる生物基礎と
生物の教科書において，外来生物がどう扱われている
か調べた．調査した教科書は生物基礎５社10冊，生物
５社５冊，合計５社15冊となる．これらは以下の通り
である．

本川達雄ほか（2014）：新編　生物基礎，啓林館．
本川達雄ほか（2014）：生物基礎，啓林館．
本川達雄ほか（2017）：生物　改訂版，啓林館．
嶋田正和ほか（2015）：新編　生物基礎，数研出版．
嶋田正和ほか（2015）：生物基礎，数研出版．
嶋田正和ほか（2015）：生物，数研出版．
庄野邦彦ほか（2015）：高校生物基礎，実教出版．
庄野邦彦ほか（2015）：生物基礎，実教出版．
庄野邦彦ほか（2015）：生物，実教出版．
吉里勝利ほか（2015）：高等学校　新生物基礎，
第一学習社．
吉里勝利ほか（2015）：高等学校　生物基礎，第
一学習社．
吉里勝利ほか（2017）：高等学校　改定　生物，
第一学習社．
湯島誠ほか（2015）：新編　生物基礎，東京書籍．
湯島誠ほか（2015）：生物基礎，東京書籍．
湯島誠ほか（2015）：生物，東京書籍．

高等学校の教科書においても，小学校理科，中学校
理科同様「外来生物（または外来種）という用語の有
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無」「外来生物についての説明」「外来生物の移入経
緯」「外来生物の影響」「外来生物対策」「外来生物に
関する法令」に関する内容が記載されているか確認し
た．各項目を記載している教科書数をまとめたものが
表４である．

表４　教科書のおける外来生物の記載内容（高等学校理科，
N＝15）

生物基礎または生物の教科書５社15冊において外来
生物は登場していた．中学校第３学年の教科書同様全
ての教科書で外来生物を扱っていた．しかし，科目に
より，外来生物の扱いの重みが異なった．外来生物の
記載頁数を教科書の総頁数の百分率でみると，生物基
礎の教科書では，外来生物が平均2.3％の割合で教科書
に登場し，生物では平均0.7％で記載されていた．これ
ら２科目の教科書での外来生物の記載の割合に有意差
があるかマン―ホイットニーの U検定を用いて確認し
たところ，生物基礎が有意に多かった（p＜ .05）．ま
た，内容的にも，生物基礎の教科書では外来生物の移
入経緯やその対策も多くの教科書に記載されていた
（５社８冊）が，生物では外来生物については詳しく
は取り扱っていなかった．また，生物基礎の教科書で
は発展的な学習として，外来生物についてインター
ネットで調べることや，野外調査を探究活動の例とし
て記載している教科書（湯島ほか，2015）もあり，探
究活動として外来生物をテーマに掲げている教科書が
５社６冊あった．これは，先述した『高等学校学習指
導要領解説　理科編理数編』（文部科学省，2009b）
を受けて，生物基礎の教科書に外来生物を題材とした
探究活動が掲載されていると考える．他方，生物の教
科書では，分子生物学や生理学などの内容に紙幅が割
かれていた．また，高等学校理科には科学と人間生活
がある．この科学と人間生活の教科書５社５冊7）にお
いて，どの教科書にも外来生物は登場していなかった．
通常，生物基礎や生物が開講される場合，生物基礎
は第１～２学年で選択履修され，生物は生物基礎の履
修後である第２～３学年で選択履修される．上級学年
で履修される生物の教科書は，生物基礎より生物学全

般に高次で細事な内容となっていた．さらに，教科書
の内容として生物学に関することが広範囲に書かれて
いた．高校生の選択履修は生物基礎で84.1％，生物で
20.9％となっている（文部科学省，2016）．日本国内で
は，生物より生物基礎の方を履修している高校生が多
いことになる．小学校から高等学校までの教科書の中
で，生物基礎の教科書が外来生物について一番深く言
及しており，学習者の発達に応じた高等学校の生物基
礎で，外来生物についての学習や探究活動をより深く
行う流れになっていると考える．

Ⅴ．まとめ
ここで，環境省（2003）などから出ている外来生物
への対応と小学校生活科，小学校理科，中学校理科，
高等学校理科の教科書での外来生物の記載とを関連づ
けてまとめる．小学校生活科では２学年分８社16冊中
１冊のみが国内外来生物の拡散を防ぐための生き物の
放逐を止めるような記載があった．また，小学校生活
科では説明なしに教材として外来生物が記載されてい
た．小学校生活科では，外来生物についての知識はほ
とんど学習しないであろう．
小学校理科の教科書でも，外来生物を教材として載
せていたが，小学校生活科同様，ほとんどの教科書で
外来生物に関する説明はなかった．ここでも，外来生
物の拡散を防ぐための生き物の放逐への注意が教科書
には記載されていた．外来生物を教材とした実践で，
児童に外来生物への意識を持たすことができたとされ
ている（畑田・平野，2006）．この報告から，小学校
での外来生物の教育の有効性が理解できる．小学生と
いえども一市民として生活を送っており，環境との相
互関係にあり，環境へ何らかの影響を与えている．環
境と相互依存的に生活する一市民にとって，科学的知
識の獲得は重要だと考える．この科学的知識の一つ
に外来生物があり，日本国中で外来生物に関する教
育には必要性があり，その為には『小学校学習指導
要領』に，外来生物の取り扱いを明記した方がよいで
あろう．
中学校理科では，学習指導要領に外来生物の取り扱
いが記載されているため，第３学年のすべての教科書
に外来生物に関する内容が記載されていた．その中で，
外来生物の被害や移入経緯など小学校より説明内容が
増えていた（霜田ほか，2016a）．
高等学校理科になると，「外来生物法」など外来生



比嘉：教科書における外来生物の扱いに関する調査464

物に関する法令の存在も記載されていた（吉里ほか，
2015）．また，探究活動のテーマとして外来生物をあ
げており（湯島ほか，2015），能動的，発展的な学習
活動を通して外来生物について学習できるようになっ
ていた．履修生の多い生物基礎で外来生物を深く学習
することは，外来生物の知識とその対応策を持ち，よ
りよい行動の選択ができる市民の育成につながると思
われる．
小学校から高等学校の発達段階に沿った教科書の記
載内容を確認すると，小学校では身の回りの外来生物
の紹介（外来生物の説明無し），生き物放逐への注意，
中学校では外来生物の説明（定義，移入），高等学校
では外来生物に関する法令と探究学習への誘いが記載
されていた．各校種における教科書記載はその発達段
階に応じ，学年が上がるにしたがって，学習内容・学
習方法とも高次になっている．外来生物を学習すると
いうことは，持続可能社会の担い手育成につながると
筆者は考える．文部科学省（2008b，2009a）は，持続
可能社会の構築も公教育の目的の一つとしている．『中
学校学習指導要領』（文部科学省，2008b）では社会と
理科において，『高等学校学習指導要領』（文部科学省，
2009a）では地理歴史，公民，理科，保健体育，家庭，
工業，理数において持続可能社会の形成を教科教育の
視点の一つとしている．理科教育では，「持続可能な
社会をつくっていくための意思決定ができる」とされ
ている（文部科学省，2008e）．外来生物教育はこの意
思決定の能力育成の一助になると考える．
本稿では，教科書で扱われている外来生物について
述べてきた．これはあくまでも，外来生物の教科書記
載の範疇である．これらの教科書を受けて，学校現場
で外来生物に関する教育がどのように展開されている
かの調査も今後必要だと考える．

付記
本研究は科学研究費基盤研究 C（研究課題番号：
17K01038）の研究成果の一部である．
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資料：教科書調査結果

資料１　教科書による外来生物の扱い（小学校生活科，記載ありは○印）

資料２　教科書による外来生物の扱い（小学校理科，記載ありは○印）
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資料３　教科書による外来生物の扱い（中学校理科，記載ありは○印）

資料４　教科書による外来生物の扱い（高等学校理科，記載ありは○印）

※　生物基礎の教科書は，各社から２種類出版されている．




