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それではお話を始めます。

みんなは、わんちゃん、ねこちゃ
んってどんな動物か知ってるか
な？

（状況に応じて、「見たことある
人？」「触ったことある人？」な
ど、問いかけてもよい。）

まずは、産まれてくるときのお話
をします。



いぬ ねこ
どんなどうぶつ？
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3
わんちゃん、ねこちゃん
は、みんなと同じように、
お母さんから産まれてきま
す。

赤ちゃん達は、人の赤ちゃ
んと同じように、お母さん
のおっぱいを飲んで大きく
なります。



おかあさんから
うまれるよ

あかちゃんは おっぱいをのむ
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産まれたばっかりの赤ちゃんは、
実は、みんなの両手くらいの大き
さしかありません。

とっても小さいね。

それでは、赤ちゃんは一度に何匹
産まれてくるか知ってるかな？

1匹だけだと思う人？

5匹くらいだと思う人？

10匹より、もっとたくさんだと思
う人？

正解は……



うまれたときは
とてもちいさい

みんなの りょうて くらいの おおきさ
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この写真を見てください。お母
さん猫と、赤ちゃん猫がいます。

赤ちゃんは、（指さしながら）
1、2、3、4、5…、5匹いるね。

わんちゃん、ねこちゃんは、一
度に3匹～8匹くらいの兄弟と一
緒に産まれてきます。

多いときは10匹産まれるときも
あるんだよ。



たくさんのきょうだい

1

4

5

3

2

ねこは10ひき うまれるときもある
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6

みんなと、わんちゃんたちは、体
のどこかが違います。どこだかわ
かるかな？

（どんどん答えてもらう）

わんちゃんたちには、しっぽとお
ひげがあるね。

わんちゃんたちは、お話はできな
いけど、このしっぽや体の動きで、
気持ちを伝えます。



みんなと
ちがうところは？

かおと しっぽで きもちをつたえる
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7

わんちゃんもねこちゃんも、きば
を出して恐い顔をしています。

お耳は後ろにぺったりくっついて
いるね。

こんなとき、わんちゃんたちは
とっても怒っています。

近づくと、咬まれたり、爪でひっ
かかれたりします。危ないので、
絶対に近づかないでくださいね。



おこったぞ！
かみつくぞ！ひっかくぞ！

しっぽ ばたばた おみみ ぺったり こわいかお
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じゃあ、これはどうかな？

しっぽは足の間に隠れてるね。お耳
はぺたっとくっついてます。

こういうときは、「こわい、こわ
い」と思っています。

むりやり触ったり、近づいたりする
とかわいそうです。

こういうときは、触りたくても我慢
して、そっとしておいてあげましょ
う。



こわいよー
こっちにこないで！

しっぽも しょんぼり おみみも しょんぼり
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こんなときは喜んでいるときです。

わんちゃんはうれしいときに、
しっぽをぶんぶん振って、楽しそ
うな顔をします。

ねこちゃんは、ご機嫌なときは、
しっぽをぴーんと立てて、顔や体
をすりすりくっつけてます。

こういうわんちゃんたちとは、仲
良くなれそうだね。

触るときは、びっくりさせないよ
うに、ゆっくり優しくなでなでし
てあげましょうね。



うれしい！たのしい！
いっしょに あそぼう！

いぬは ふりふり ねこは ピーン
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それでは、わんちゃんたちと仲
良くなるにはどうしたらいいか
な？

近づくときは、びっくりさせな
いように、ゆっくり近づきま
しょう。走って行ってはいけま
せん。

飼い主さんには、しっかりごあ
いさつしましょう。

触るときは、ゆっくり優しく、
なでてあげましょう。



どうやったら
なかよく なれる？
はしらないで ゆっくり ちかづく

かいぬしさんに ごあいさつ

やさしく なでなで
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11
それから、叩いたり、ひっぱっ
たりしてはいけません。

みんなも叩かれたら痛いよね？
わんちゃん達も同じです。絶対
にやってはいけません。

追いかけまわしたり、大きな声
でおどかしたり、嫌がるような
ことはやめましょうね。



やってはだめ！

たたかない！ ひっぱらない！

おいかけない！ むりやりさわらない！

びっくりさせない！
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これから、わんちゃんと仲良くなるや
り方をお話しします。

あとでみんなにもやってもらうので、
よく見て覚えてくださいね。

（以下、ぬいぐるみで実演しながら）

まずは、飼い主さんにごあいさつしま
しょう。

そして、飼い主さんに「わんちゃん
触ってもいいですか？」と聞いてくだ
さい。

「いいですよ」と言われたら、手を
グーにして、わんちゃんに匂いをかい
でもらいます。

手をパーにしてると、もし咬まれたと
きに、大けがをしてしまうので、必ず
グーの形にしましょう。



てを「ぐー」にして
くんくん

いぬと
なかよくなろう！

「こんにちは！」

ごあいさつ しよう！
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13

わんちゃんが、くんくんしたあと
に、しっぽをふりふりしたら、優
しく、そっとなでてあげましょう。

遊び終わったら、飼い主さんに
「ありがとう」を言いましょう。

それから、わんちゃんを触ったあ
とは、必ず手を洗いましょう。

では、みんなにやってもらいます。

やりたい人？

（手を挙げてもらう。時間を見て、
5～10人くらいに、実演してもら
う。先生に指名してもらってもよ
い）



いぬと
なかよくなろう！

しっぽ ふりふり！
やさしい かお

ゆっくり やさしく
なでなで

13



14

じゃあ、次はねこちゃん。

ねこちゃんは、だいたいは、おう
ちの中にいます。

お友達のおうちでは、ちゃんとご
あいさつしましょう。

おうちの人が、「触ってもいい
よ」と言ったら、わんちゃんのと
きと同じように、手をグーにして、
ゆっくり近づけて、くんくんさせ
てあげます。



てを「ぐー」にして
くんくん

ねこと
なかよくなろう！

ごあいさつ しよう！

「こんにちは！」
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しっぽをぴーんと立てて、すりす
りと体やお顔をくっつけてきたら、
触ってもいいよという合図です。

ねこちゃんは顎の下やお耳の後ろ
をなでてもらうのが大好きなので、
優しく、そっとなでてあげましょ
う。

もし、ねこちゃんが嫌がって逃げ
てしまっても、追いかけてはいけ
ません。

みんな覚えてくれたかな？これで、
ねこちゃんとも仲良くなれそうだ
ね。



ねこと
なかよくなろう！

ゆっくり やさしく
なでなでしっぽ ぴーん！

からだ すりすり
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16
最後に、わんちゃんたちが大人にな
る早さのお話をします。

（もう少しだからがんばろうね。）

みんなは、1歳のときはまだ赤ちゃ
んだったよね？

わんちゃんたちは、1歳になったら
もう大人です。

みんなより早く年をとります。



１さいで もうおとな
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そして、15歳くらいになると、
もうおじいさん、おばあさんの
年です。

わんちゃんたちは、15歳くらい
までしか生きられません。

長生きでも、20歳くらいで死ん
でしまいます。

一緒にいられる時間は短いけど、
その分かわいがって、大切にし
なければいけないね。



１５さいは
おじいさん おばあさん

みじかい いのち だいじにしよう
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わんちゃん、ねこちゃんも、他
のいろんな動物も、みんなと同
じように生きています。

だから、たたかれると痛いし、
いじわるされると悲しいです。

動物さんには、お友達にするよ
うに、優しくしてあげましょう。

お約束できるかな？



みんな おなじ
いきもの

どうぶつは
たいせつにしよう

みんな おなじ
いのち
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最後
それでは、これで「どうぶつあい
ご教室」を終わります。

最後まで聞いてくれて、ありがと
うございました。



おしまい

どうぶつあいご
きょうしつ



表紙
これから、どうぶつあいご教室
を始めます。

どうやったらわんちゃん、ねこ
ちゃんと仲良くなれるのか、一
緒にお勉強していきましょう。


