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魚の誕生「失敗しないメダカの飼育・産卵・観察方法」 

山梨県山中湖村立東小学校 板山圭輔 

１ はじめに 

 この単元では、メダカの飼育が欠かせません。知り合いの先生方からは「ホームセンターでメダカを３

０匹飼ったけど、１週間で全滅してしまったよ・・・」「水換えをしたら全滅してしまった」「教科書通り

に飼っているけど全然卵を産まなくて授業が進まない・・・」などの声をよく聞きます。せっかく授業す

るのであれば、メダカをうまく繁殖させ、命のつながりを学ばせたいものです。 

私は趣味でもメダカを飼育しており、職場と自宅を合わせると少ない年でも 200 匹程度はメダカを卵

から成魚にしています。その経験をできるだけ細かく記載しますので、皆様のメダカ飼育の参考になれ

ば嬉しいです。 

 

２ メダカの基本（要点のみ抜粋） 

（１）メダカの生態 

 ・流れの穏やかな小川や田んぼに生息しています。 

 ・非常に臆病な生き物です。 

 ・水温と水質の変化に弱いです。 

・多少汚い水でも生きられます。 

（２）飼育下でのメダカの主な死因 

 ・水温、水質の急激な変化 

・傷口に水カビが生えてしまう 

 ・夏場の高温 

 

３ メダカの飼い方 

（１）メダカを購入する準備 

 ①飼育環境の作成 

これがメダカ飼育で最も重要です。飼育直後の大量死を防ぐためには、メダカを購入する１週間前ま

でに、下記の A～D を用意します。水槽を完成させてから最低１週間はメダカを入れるのを待ってく

ださい。 

A：飼育容器 

大きければ大きいほど飼育が容易になります。それは、水量が多いほど水温や水質の変動が少なくな

り、メダカへの負担が減るからです。 

教科書では、メダカの雌雄の区別が必須となっていますので、メダカを横から観察できるガラス水槽

を１つは使用したいです。しかし、本来非常に臆病な生き物ですので、メダカにとっては、プランター

や発泡スチロール箱など、側面が不透明である容器が自然界により近くベストです。 

B：底に敷くもの 

砂利、ソイル、赤玉土、など様々なものがありますが、それぞれ長所と短所があります。主な長所と

短所を表にまとめました。 
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 長所 短所 

砂利 ・見た目が美しい。 

・安価 

・種類にもよるが、水質にほぼ影響を与

えない。（長所でもある） 

ソイル 

（土を加工

したもの） 

・見た目が美しい。 

・水質をメダカに最適な弱酸性に保つ。 

・バクテリアや微生物が増えやすく、メダ

カの排泄物が分解されやすい。 

・非常に高価（3kgで 1000円程度） 

 

赤玉土 ・水質をメダカに最適な弱酸性に保つ。 

・バクテリアや微生物が増えやすく、メダ

カの排泄物が分解されやすい。 

・非常に安価（１０kgで２５０円程度） 

・粒が崩れやすい。 

・濾過装置を使うとフィルターが汚れ

やすい。 

 

何も使用し

ない 

・掃除が楽。 ・バクテリアや微生物が定着しにくい。 

・グリーンウォーターになっていない

とメダカが死にやすい。 

個人的におすすめなのは赤玉土です。赤玉土には、粒の大きさがいろいろありますが、小粒～中粒の

ものがおすすめです。大粒ですと、メダカが人に驚いて水槽の底に逃げた際に、粒の間に挟まってしま

うことがあるからです。購入後は、できるだけ粒が崩れないように優しく水道水で３回程度洗って水槽

の底に敷きます。水槽の底から３～４cm程度敷けば充分です。 

 C：水 

  基本は、水道水がベストです。川や池の水にするとよいという話を聞いたこともありますが、メダカ

に有害なものが含まれている可能性があるため、おすすめしません。 

水道水にはカルキが含まれています。そのため屋外なら２～３日、屋内なら５日程度、バケツにくみ

置きして、カルキを飛ばす必要があります。また、水槽に水道水を入れる際に、魚（メダカ、金魚、熱

帯魚など種類は問わない）を飼育している別の水槽の水も１割程度混ぜることが理想です。そうするこ

とで、別の水槽内の微生物やバクテリアなどを新しい水槽にすぐに定着させられるので飼育環境が安

定しやすいです。 

 D：水草 

  メダカは、水草が無くても健康に生きられますが、後述するメダカの産卵の際に活用したいため、水

槽を立ち上げる際に購入しておいた方がよいでしょう。 

 【ホテイ草】←おすすめ 

水面に浮き、根っこが水中に伸びる   

タイプです。そのため、卵を採取する  

際は、水面に出ている葉の部分をつ 

かめるため取り出しやすい上に、根が 

黒っぽい色をしているため黄色がかっ 

た卵を発見しやすいです。ただし、根が伸びすぎるとメダカの観察がしにくくなったり、メダカの泳ぐ

スペースが減ってしまったりするので定期的にはさみでカットする必要があります。また、気温が高く

なってくると、元の株から茎のようなものが伸び、新しい株がどんどん増えていきます。また、水面が
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葉で隠れるため、子どもたちが上から覗き込んだ際、メダカにストレスを与えにくい点も優れていま

す。春から夏にかけて多くのホームセンターで販売されています。 

【オオカナダモ（アナカリス）、マツモ草、ハゴロモモなど】 

多くの教科書の「メダカの飼い方」の写真に載って   

いる水草です。左の写真はオオカナダモ（アナカリ 

ス）です。完全に水に浸かるタイプの水草です。メダ  

カの卵の採取という観点からは、あまり良い水草で 

はありません。それは、水槽外から卵を発見しにく、 

卵を採取する際は水槽に手を入れなければならない 

からです。   

また、あくまで個人的な感覚ですが、ホテイ草とオ 

オカナダモの両方を水槽に入れておくと、ホテイ草 

に多くの卵がついていたため、メダカ的にも、ホテイ  

草の方が卵を産み付けやすいようです。 

詳しくは後述しますが、メダカの観察用水槽には、見た目が美しい点、本来メダカが生息する環境を

再現できるという点からは使用をおすすめします。 

E：エアレーション、濾過装置 

教科書の「メダカの飼い方」では、使用していることが多いエアレーションや濾過装置ですが、基本

的に不要です。というより使用しない方が良いです。本来メダカは水流の弱いもしくは無いところに生

息する生き物です。エアレーションがストレスで産卵しないことがあるという話も聞いたことがあり

ます。 

F：水槽の設置場所 

教科書を見るとだいたいが「日光が直接あたらない明るいところに置く」と書かれていますが、これ

では、メダカは産卵しません。それは、メダカは水温が２０℃を超え、光が充分にあたっていないと産

卵しにくいからです。４月～６月くらいまでは、教室の窓側で日光が当たる場所に置くことがポイント

です。 

しかし、真夏は別です。地域にもよりますが、７月～９月は水温が上がりすぎてしまうため、教室の

後ろなど日光の当たらない場所に設置するか、すだれなどで日光を遮るなどの暑さ対策が必要です。水

温が３０℃を超えてくるとメダカの命が危うくなってきます。 

②メダカの購入 

A：購入するメダカの数 

メダカには、最低でも１匹あたり１Lの水を保証すべきと言われています。飼育する水槽の水量に合

った匹数を購入しましょう。授業での観察を考えると、最低でも児童２人あたりメダカ１匹程度は用意

したいです。 

B：購入時期 

後述する産卵の関係上、４月のできるだけ早い時期に購入することを推奨します。遅くても５月まで

には飼育を開始しましょう。 

C：水槽に入れるまで（水合わせ） 

大日本図書「たのしい理科」より引用 
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メダカを購入すると、袋にメダカ、水槽の水、酸素を入れてもらえるはずです。そのメダカをそのま

ま飼育する水槽に入れてしまうと、死んでしまう確率が跳ね上がります。それは、メダカが水温や水質

の変化に非常に弱いからです。 

Ⅰ：水温合わせ 

袋を開封せずそのまま用意しておいた水槽に浮かべます。２時間程度すると、ビニール袋内と水槽

内の水温が同じになります。 

Ⅱ：水質合わせ 

タッパーや小さなプラスチック水槽などに、袋の中のメダカと水を移し、その容器ごと水槽に浮か

べます。ここから１５分に１回程度の頻度で、水槽内の水をメダカの入ったタッパーに５０ｍL程度

入れ、タッパー内の水を５０ｍL程度捨てます。ホームセンターの水槽の水を薄めて、これから飼育

していく水槽の水の濃度を高めていくイメージで、水を入れたり、水を捨てたりする作業を５～８回

程度くり返します。そうすることで、タッパー内の水質と水槽内の水質が近づいていきます。 

この作業を丁寧に行えば、メダカがすぐに死んでしまうことはまず無いです。タッパー内の水を捨

てるのは、ホームセンターの水槽の水には、ウイルスが含まれていることがあるからです。できるだ

け、ホームセンターでもらった水は、水槽に入れないことが大切です。 

Ⅲ：メダカを水槽に 

水温と水質を充分に合わせたら、タッパーをゆっくりと傾げて、水槽にメダカを移します。メダカ

を水槽に入れてから１日は、エサを与えてはいけません。新しい環境でストレスを感じているため消

化不良を起こし死んでしまうことがあるからです。 

（２）日々の管理 

  教科書の飼育方法はあまり当てにならないということを前提に読んでいただきたいです。 

 ①子どもたちへの指導 

A：メダカの観察 

自然界では、メダカは様々な鳥類や魚類、昆虫などの捕食対象です。そのためメダカは非常に臆病

な生き物です。「メダカ＝目高」です。目が高い位置にあるため、上からの刺激に非常に敏感です。

子どもたちに、そのことを伝え、メダカを驚かさないようにすることを指導したいです。大切なのは

「急に上から覗き込まないこと」です。上から観察するときは、ゆっくり顔を上げていき、覗き込む

ようにさせます。 

特に、飼育期間が短いメダカは水面の上に人の手や顔がいきなり現れると、ものすごい勢いで水槽

の底に逃げ出します。その際に、底に敷いている砂利などに体が擦れ、傷ついてしまうことがありま

す。メダカは傷つくとそこから水カビが生えて死んでしまいます。これも飼育開始当初にメダカが死

んでしまう原因の１つです。 

B：エサの与え方 

飼育して２ヶ月程度までは、メダカのエサの量は必ず教師が確認します。エサの与え過ぎが水質悪

化につながり、メダカの死に直結してしまいます。飼育から時間が経ち、子どもたちがエサの量を覚

えたら、子どもたちの担当にしましょう。 

与えるエサの量は、メダカがエサに気づいてから２分～３分程度で食べきれる量が良いと言われ

ています。基本的には、１日１回与えれば充分です。 
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②水について 

 A：水は注ぎ足す 

水を全て変えたり、たくさんの水を交換したりすると、水温や水質が大きく変化してしまうため、

かなりのリスクがあります。基本的に水は注ぎ足すようにしてください。その際、注ぎ足す水量が、

水槽の水量の１０分の１程度であれば、くみたての水道水をそのまま入れても問題ありません。でき

るだけ多い水量を維持するようにしてください。 

B：油膜の除去 

エサを与えすぎている場合、水面に油の様な膜が出てくることがあります。それは、メダカのエサ

に含まれる油分などが浮いてきたものです。水質を悪化させてしまいますので、アクを取るイメージ

で、小さなタッパーなどで取り除いてください。エサを減らす必要があるかもしれません。 

C：飼育水の色 

    飼育水の色が以下の様に変化してくることがあります。 

  Ⅰ：緑色 

緑茶の様な色になってきた場合は非常にラッキーです。汚  

れではありません。このような色の飼育水をグリーンウォー  

ターといいます。メダカ愛好家はこのグリーンウォーターを  

目指します。色の主な原因は、植物プランクトンだと言われ  

ています。グリーンウォーターで飼育できている場合、メダ 

カが死ぬことはほぼ無くなります。それは、植物プランクトンがメダカの排泄物を分解してくれる上 

に、メダカのエサにもなるためです。 

屋外飼育、日光が良く当たる屋内飼育、水中に浸かる水草を水槽に入れていない場合にグリーンウ

ォーターになりやすいです。 

また、孵化したメダカをグリーンウォーターで飼育すると、透明な水に比べ、成長が早くなり、死

んでしまう数も減ります。成魚、稚魚関わらずメダカ飼育でベストな水がグリーンウォーターです。 

ただし、グリーンウォーターが濃くなりすぎるのも危険です。透明容器にくみ取った際に、緑茶程

度の色がベストです。抹茶の様な濃い色になってきたときは、グリーンウォーターを半分程度捨て

て、新しい水を加えて薄めてください。 

 Ⅱ：茶色 

濃さにもよりますが、あまり好ましい状況ではないです。原因は「エサの与えすぎによる食べ残し

が水を汚している。」「バクテリアが定着していないため、メダカの排泄物の分解が進まない。」の２

つが考えられます。どちらもメダカが死んでしまう原因となる水中のアンモニアと亜硝酸の濃度が

高まってしまっているため、すぐに改善しなければなりません。 

改善方法は、飼育水の半分を捨て、くみ置きした水道水を足してください。この作業を２、３日に

１回行い、水の色が改善するまで繰り返してください。くみ置きした水道水は、メダカの水槽と同じ

場所に半日程度置いて、水槽内の水と水温を合わせることが大切です。また、水中に浸かるタイプの 

水草を入れたり、茶色になっていない水槽の水を入れたりすることで改善することがあります。 

③エサについて 

A：粉エサ 
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基本的には、市販のメダカのエサを与えてください。普通に飼育する分には、

安いもので構いません。しかし、値段の高いエサにはそれなりの良さがあります。

それは安いものに比べて、カロリーが高く、メダカを太らせやすいことです。メ

ダカがうまく産卵しないときは、値段の高いエサに変えるとうまくいくことが多

いです。コストパフォーマンスで考えると、キョーリンの金色のもの（右の写真）

がおすすめです。安いものと比べるとメダカのエサの食いつきが明らか良いです。 

 B：ボウフラ 

  新指導要領からは除かれた内容ですが、野生のメダカの食べ物についても知識を与えたいもので

す。そのために、ボウフラをわかせ、メダカのエサにするのをおすすめします。こまごめピペットで

吸い取り、メダカの水槽に入れます。すると、メダカは狂ったようにボウフラに食らいつきます。食

物連鎖を意識付けるためにもおすすめの活動です。学校の立地にもよりますが、自然がある程度ある

地域では、バケツの中に腐葉土と水を入れて、日陰に放置すると、２週間後には、たくさんのボウフ

ラがわきます。 

 ④水槽の掃除について 

水槽にバクテリアがうまく定着し、メダカの排泄物が分解される環境になっていれば、水槽の内側

面に付くコケや藻の除去以外に日々の掃除をする必要はありません。 

そうはいっても、水槽の底にメダカの糞がたまっていきますので、気になるようでしたら、年に

１、２度程度の掃除（１１月、４月頃がおすすめ）をします。 

水槽の底の掃除の仕方 

・水槽の水を別容器に移し、メダカをすくってその中に入れる。 

・水槽内の飼育水はできるだけ、捨てずに別容器に移す。 

・水槽の底に敷いているもの（赤玉土や砂など）をバケツに移し、糞を洗い流す。 

 ※赤玉土の場合、粒が崩れないように優しくかき混ぜ、糞を洗い流す。 

・水槽の中をスポンジなどで擦りきれいにする。 

・底に敷いているもの（赤玉土や砂など）を水槽に戻す。 

・別容器に取っておいた飼育水とメダカを水槽に戻す。 

（３）産卵にあたって 

 ①メダカが産卵する条件 

    Ａ：メダカが太っていること。 

    Ｂ：水温がおよそ２０℃を超えていること。 

    Ｃ：１日およそ１３時間程度光があたっていること。 

     このどれかが欠けてしまうと産卵は難しいです。 

Ａに関して 

ホームセンターでは、エサ代を節約するために飼育しているメ

ダカにエサを最低限しか与えていないです。また、ヒメダカは飼

育目的より、肉食魚のエサとして購入されることが多いこともそ

の理由です。ホームセンターのメダカは飢餓状態であると思った方が良いです。メダカに限らず、ど

んな生き物も充分に栄養を摂取できていないと子孫を残すことはできません。 

痩せているメダカ 

充分に太ったメダカ 
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そのため、ホームセンターで購入したメダカを扱う場合は、産卵のために、栄養をしっかり与え、

太らせることが必須です。それには１ヶ月程度を要します。前述したように、５月までには、飼育を

開始しないと、授業で使いたい時期に産卵が間に合わなくなってしまいます。太りが悪い場合は、高

価なエサを与えたり、１日２回エサを与えたりしましょう。 

もし、５月上旬までにメダカを用意できなかった場合は、メダカ専門店で購入することをおすすめ

します。専門店では、飼育目的のメダカしか置いていません。そのため、少し値は張りますが、産卵

できる状態まで太ったメダカをいつでも購入することができます。近年のメダカブームで、メダカ専

門店は増えています。 

ＢとＣに関して 

   水槽の設置場所にも記述しましたが、メダカは水温が２０℃を超え、光が充分にあたっていない

と産卵しにくいです。そのため教科書に書かれている飼育方法とは異なりますが、４月～６月半ば程

度までは、教室の窓側で日光が当たる場所に水槽を置く必要があります。 

   しかし、学校の所在地や校舎の構造上、水温と日光の条件をクリアできないこともあるかもしれ

ません。その場合は、ヒーターや照明器具を使って人工的にメダカが産卵する環境をつくり出しまし

ょう。 

 ②卵を産み付けさせるもの 

   子どもたちには、水草に産み付けられた卵を発見させたいものです。

それが自然界本来の姿だからです。メダカが産卵する条件を整えた上

で、水槽内に水草を入れておきましょう。卵を発見した子どもの感動は

すばらしいものです。 

この感動を充分に体験させた上で、人工の卵を産み付けさせるもの

（産卵床）を使用するとたくさんのメダカを繁殖させやすくなります。

産卵床は市販のものですと４個８００円程度で販売されています。あ

まりにも高いです。ですので、自作することをおすすめします。１００均のものを使えば、１００円

で１２個程度作れます。とても簡単ですので、子どもたちも喜んで作ってくれます。 

③産卵床の作り方 

 準備品                作り方 

 ・台所用ハードスポンジ 

 ・プールスティック 

※セリアは、産卵床用のスポンジを販  

売しています。 
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④卵の採取 

  水草や産卵床に産み付けられた卵は、手で摘まんで採取できま

す。摘まんでつぶれてしまうものは無精卵です。右の写真の様に、

メダカの卵は付着糸によってまとまっているので、１粒１粒卵を

分けてください。そうすると卵がカビにくくなります。その後、

子どもたちが見やすい容器（シャーレなど）に水道水を注ぎ、卵

を入れます。教科書にあるように水草ごと卵を採取していては、

水草がいくらあっても足りません。 

 

（４）孵化から成魚までの育成 

 ①丁寧に行う場合（卵が少ない場合など） 

   卵を採取したら、１粒１粒に分け、水道水に入れて保管します。くみ置きする必要はありません。

水道水に含まれるカルキには、殺菌効果があるため、卵がカビにくくなります。卵を入れている水道

水はできれば毎日交換すると良いです。 

   孵化したメダカは、小さなスプーンなどで  

捕まえ、親のメダカ水槽の飼育水を入れた別 

の稚魚専用水槽 Aに移します。稚魚の体長が 

8～10mm程度まで成長してくると、新たに 

生まれた稚魚を食べるようになってきます。 

水槽内の稚魚がここまで成長してきたら、新 

しい稚魚は稚魚水槽 Bに入れるようにしま 

す。この要領で、メダカの体長に応じて水槽 C、D、Eと水槽を増やす必要があります。 

   稚魚が親の体長の半分を超えたら、親と同じ水槽に移すことができます。それ以下で、混泳させる

と、親に食べられてしまう可能性があるので注意です。 

②雑に行う場合（卵がたくさん採取できている場合や、①が面倒な場合） 

   地域差はありますが、飼育がうまくいっていると、６月中旬～８月下旬は、メダカの産卵ラッシュ

になります。２０匹程度飼育していると、１日に１００～２００個くらいは卵が採取できます。そう

なると、１粒１粒感動しながら卵を採取していた子どもたちも流石に飽きてきます。そうなってきた

ら、産卵床の出番です。水槽の中のメダカが卵を産み付けられるものを産卵床１つのみにします。そ

うすると、産卵床に全ての卵が産み付けられます。週に１回、その産卵床ごと別の容器に移動させれ

ば、大量繁殖が可能になります。 

詳しく説明します。親の水槽の飼育水を移

した水槽 Aを用意します。親の水槽に産卵床

を１つだけ浮かべます。週に１回、卵の付い

た産卵床を水槽 Aにそのまま移動させます。

産卵床が３つ程度たまったら、新たに水槽 B

用意し、産卵床を入れていくようにします。 

   うまく飼育できると、膨大な数のメダカが  
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成魚になります。児童の数えによると、２クラスで 1000匹近く成魚になった年もありました。保護

者の同意を得られたメダカを欲しがる児童には、どんどんあげるようにしています。上手な子は自宅

でも大量に繁殖させます。 

③繁殖を止める場合 

   親の水槽から卵を移動しなければ、繁殖は止まります。生まれた卵や孵化した稚魚を親のメダカ

が食べるからです。増やしすぎても困りますので、頃合いを見て繁殖を止めてください。 

④稚魚の餌 

稚魚は、孵化後２、３日は何も食べないので、エサは与えません。それ以降は、親に与えているエ

サを乳鉢ですり潰し、細かくして極少量与えます。稚魚が死んでしまう１番の原因は餓死です。少量

を１日に２回程度与えるとよいです。エサを与えすぎても水質が悪化し、すぐに死んでしまいます。

稚魚はグリーンウォーターで飼育すると、透明な水より明らかに死ににくく、早く成魚になります。 

⑤飼育容器 

   稚魚を育てる際、体長に応じて飼育容器を分ける必要があるため、容器が足りなくなることがあ

ります。メダカの飼育容器は高価なガラス水槽である必要はありません。底の穴を塞げるプランタ

ー、100均のプラスチックケース、スーパーマーケットでもらえる発泡スチロール箱でも問題なく飼

育できます。 

  容器を選ぶポイント 

   ・できるだけ多くの水が入るもの 

    →水温と水質の変化が少なく、安全にたくさんのメダカを飼育できます。 

   ・底面が広いもの 

    →メダカは水面近くを泳ぐ魚です。水面の面積

が広い方がストレス無くたくさんのメダカを

飼育できます。 

    右の写真のような野 

菜栽培用のプランター 

が、底面積が広く水量 

が多いうえに、経年劣 

化しにくいためおすすめです。 

 

４ おすすめの飼育方法 

（１）理科の教材としての観点から 

  メダカの飼育は、教室とベランダなど屋外の２カ所で行うことを  

おすすめします。室内飼育は観察目的、屋外飼育は繁殖目的です。  

屋外での飼育の良さは、産卵と稚魚の育成が室内より、比較にな  

らないほど容易になることです。特に初めてメダカを飼育する方 

や、今まで失敗した経験がある方は、試していただきたいです。し 

かし、屋外飼育だけでは、子どもたちがメダカを観察する機会が減 

ってしまいます。そのため、観察用に室内でも飼育することを欠かさないようにしたいです。 
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（２）力を入れるなら 

  ５年生の社会科の農業では、基本的に稲作を扱  

うと思います。社会との関連も踏まえ、屋外水槽 

を工夫すると面白いです。発泡スチロール箱やプ 

ランターなどの大きな容器に田んぼの土を１０  

ｃｍ程度入れ、水道水を注ぎ、稲の苗を植えます。 

１週間もすれば、たくさんの微生物が泳ぎ出しま 

す。これが本来メダカが住む環境です。 

  稲の苗は、購入しても良いですが、田植えを終 

えた農家にお願いすれば、余ったものを快く譲ってくれるはずで 

す。田んぼの土がもらえなければ、畑の土でも問題ないです。 

成魚を泳がせても良いですし、卵の付いたホテイ草や産卵床を  

浮かべておけば、卵が孵化し、稚魚はゾウリムシやミジンコなど  

の微生物を食べるためものすごいスピードで成長していきます。  

子どもたちは休み時間興味津々で観察します。 

夏に向けて稲がどんどん成長していきますので日よけになりま  

すが、真夏は、水温上昇と水の蒸発には注意が必要です。肥料を入 

れない上に、土の量が少ないので、お米の収穫量は期待できませ 

んが、お米の成長していく様子を子どもたちに観察させられるの 

でよしとします。 

 

 

 教室（室内） ベランダ（屋外） 

目的 ・メダカの観察 

・雌雄判定 

・卵を産ませるため 

・稚魚を育てるため 

長所 ・見ていて美しく楽しい。 

・子どもたちの目に入る。 

・児童が雌雄判定を練習できる。 

・卵を産み付ける様子も観察できる。 

・メダカの産卵条件を容易にクリアできる。 

・グリーンウォーターになりやすい。 

・微生物が繁殖しやすく、稚魚の餌が豊富である。 

・自然界に近い環境なため、健康に育つ。 

飼育容器 ・ガラス水槽 

 →横から観察するため。 

・大きなプランター、発泡スチロール箱 

 →安価で大量の水を入れられる。 

→側面から光が入らない。 

水草 ・アナカリスなど見栄えの良いもの

を入れる。 

・ホテイ草 or産卵床を入れる 

→卵を容易に採取するため。 

注意点 ・特になし ・夏場の水温の上昇 

 →すだれなどで、陰をつくる。 

・カラスによる捕食 

 →網の設置 



11 

 

５ 授業での扱い方 

 教科書通りに指導を行う場合、主に「成魚」「卵の変化」の２つを観察する必要があります。 

（１）成魚の観察 

  右の写真のような市販のメダカ雌雄観  

察器を活用するのが最も観察しやすいで  

すが、１つあたり３０００円程度します。 

また、メダカを入れる部分が非常に小さ 

いため、メダカをすくって入れるのが非 

常に難しく、かなりの時間がかかってし 

まいます。 

  そこで私は、１００均の細めの調味料入れを使っています。写真のもの 

はダイソー購入しました。適度に厚さもあるため、児童でも簡単にメダカ  

を入れることができます。側面にラミネートした黒い画用紙を貼っておく 

とさらに観察しやすくなります。市販メダカ雌雄観察器と比べ、広さがあ 

るため、メダカは動きますが、容器に入れてしばらくすると落ち着いてく 

るので、観察する上では全く問題ありません。下の写真のように観察でき 

ます。 

オスの尻鰭が長く、背鰭に切れ込みがあるのは、産卵の際、オスが 

メスの体や卵を支えるためであることを NHK for School「メダカの 

産卵と受精」を視聴させながら教えると、児童がオスメスの判別で悩  

むことは無くなります。 

（２）卵の変化の観察 

  学校によって、児童数と双眼実態顕微鏡の数が異なるため、一概にどんな方法が最善かとは言いに

くいですが、おすすめの方法を２つ書かせていただきます。 

①チャック付きポリ袋で自分専用の卵を観察させる 

準備 

・１人１つずつチャック付きポリ袋を用意します。 

※安すぎるものだと、すぐに穴が開いてしまうので注意が必要です。 

・ポリ袋の中に極少量の水道水と１つの卵を入れます。 

・双眼実体顕微鏡を教室後ろ or廊下などに設置します。 

※５分休みや休み時間など、児童がいつでも自由に自分の卵を観察できるよ

うにします。わざわざ理科室に行かなくても観察できる環境を整備するこ

とが大切です。  

 ・袋が破れることや、卵がダメになってしまうことへの保険として、児童に配布した卵と同時期に採取

した卵を教師はストックしておきます。 

指導 

・授業で１時間かけて丁寧に双眼実体顕微鏡の使い方を教えます。 

 ※解剖顕微鏡でも構いませんが、教科書に載っている写真のように美しく観察が可能な双眼実体顕
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微鏡を私は推します。児童の感動も全く違います。 

・児童にはワークシートを配布し、少なくても３日に１回は自分の卵を観察し、スケッチと気づいたこ

とをメモするように伝えます。 

・ポリ袋は１カ所に全員分まとめる、１人１人に机の中で保管させるなど、学級の実態に応じて保管し

ます。 

・メダカの孵化に気づいたら、すぐに稚魚水槽に移します。 

観察 

・ポリ袋をステージにおいて、ピントを合わせます。 

・水が多いと観察しにくいので、水は最低限にします。 

この方法の良さ 

・児童は自分の卵となると非常に意欲的に観察します。 

・卵の中の様子の全変化を全ての子に見せられます。 

・児童は、最初のうちはピントを合わせるのに時間がかかります  

が、自分の卵を観察するために毎日のように顕微鏡を使うた 

め、すぐに上達します。大人より早くピントを合わせられる児 

童も出てきます。 

・私個人としては、児童にメダカの卵を観察させることより、顕微鏡をうまく使えるようになってもら

うためにこの実践をしています。中学や高校の学びにつながります。 

②全ての段階の卵を２時間の授業で観察させる 

準備 

・授業の約２週間前から２日おきに採取した卵  

をそれぞれ別の容器に保管します。 

 ※様々な成長段階の卵を用意するためです。   

採取した日付もメモしておきます。 

指導 

・最近採取した卵から観察をさせます。 

・教科書に載っている１日ごとの卵の様子を見ながら、今見ている卵は何日目の卵か考えさせます。 

・スケッチをさせ、気づいたことを記述させます。 

この方法の良さ 

 ・担任以外が理科を受け持っていても指導しやすい。 

 ・２時間で観察が完結する。←悪さでもありますが・・・。 

 

６ 冬場の飼育 

（１）室内の水槽 

   基本的に春夏秋と同様に飼育すれば問題ないです。しかし、冬は水温が下がってしまうため、エサ

の食いが悪くなります。今まで通りの量のエサを与えると食べ残しが多くなり、水質が悪化してしま

います。冬はエサの量を減らし、与える頻度も２日に１回程度にすると良いです。 
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（２）屋外の水槽 

 ①温暖な地域 

屋外に置いた飼育容器の水の表面に氷が張る程度の地域であれば、冬でもそのまま屋外で管理し

て問題ありません。できるだけ大きな容器にたくさんの水を入れ静かに春を待ちます。エサは気温が

高く、メダカが活動している様子が見られた日には少量与えます。 

 ②寒冷地 

飼育容器の水が底まで凍ってしまうような  

寒い地域では、屋外での越冬は難しいです。秋  

が深まる前に、室内に飼育容器ごと移動しま 

す。スペース的に飼育容器を室内で管理しきれ 

ない場合は、メダカを１つの水槽に集めます。 

その際は、水合わせをしっかり行ってくださ 

い。水槽内が多少密になっても、冬場であれば 

さほど問題ありません。写真の様に水草を入れ 

てプライバシーを確保するとメダカも落ち着 

きます。 

 

７ おわりに 

   ここまで長々と書かせていただきましたが、実際のところ私はまだメダカ飼育歴５年程度です。ま

だまだ分からないこともたくさんありますし、本資料に記載したことの中に間違いがあるかもしれ

ません。ご意見やご質問などがありましたら下記メールアドレスまでご連絡いただけると幸いです。 

最後に、昨年経験した大事件を紹介させていただきます。それは、メダカの共食いです。成魚が稚

魚を食べる共食いは有名です。また、稚魚同士も体格差があれば普通に共食いをします。 

しかし、私が昨年経験したのは、成魚同士の共食いです。異動先の学校で６年生の担任をすること

となりました。その学級には、５年生の時から飼育しているメダカが生き残っていました。新学期が

始まると、メダカがどんどん死に始めました。５年生から飼育し続けている＝水槽内の環境が安定し

ているのにいきなり死に始める原因が分かりませんでしたが、メダカをよく見ると、水カビが生えて

いました。薬（メチレンブルー）で完全に治療した後も、またしばらくすると、再び水カビが生え始

め、その原因が全く分かりませんでした。その後何度も、水カビ→治療→水カビを繰り返し、最後は

全滅してしまいました。ある時メダカたちをよく観察していると、あるメダカが他のメダカの鰭に食

らいついている光景を目にしました。 

ここからは、私の推察ですが、私がこの学校に異動する直前の春休み、このメダカたちはあまり餌

を与えられていなかったと思われます。そのため、極度の飢餓状態となり、仲間の鰭を食べ始めたの

ではないか。一度メダカの味を覚えてしまったメダカはいくら粉餌を与えられても飽き足らず、仲間

を食べ続けてしまったため、体が傷付き、水カビが生えてしまったと私は結論付けています。私が調

べた限り、成魚同士の共食いは報告されていませんでした。未だに真の原因は何か分かりませんが、

まだまだメダカ飼育は奥が深いと感じる一件でした。何かご存じの方がいましたら教えてください。 

ご高覧ありがとうございました。               k_itayama0420@yahoo.co.jp 


