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 （２）観察したこと

１



【たまご】
 カブトムシの卵を初めて見た。卵の大

きさは ミリ～ミリということがわか

った。思っていたより、卵はとても小さ

かった。

２



【幼虫が生まれた】
 生まれてから一分も経っていないく

らいのカブトムシの赤ちゃん。カブトム

シは真っ黒なのに、生まれたばかりの赤

ちゃんは、真っ白だということがわかっ

た。卵の殻がそばに落ちている。

３



【幼虫が生まれた】
 生まれてから二日経った幼虫は、頭の

ほうが茶色になり、体は白から黒っぽく

なってきた。同じ日にもらった卵だけ

ど、生まれる日がバラバラだった。まだ

生まれていない卵もある。

４



【生まれて一週間】
 幼虫は２センチほどに大きくなった。

栄養満点の土を入れたから大きくなっ

たと思う。土の上に出したら、土の中に

潜ったりしてとても元気がある。

５



【生まれて一ヶ月】
 生まれて一ヶ月の幼虫はだいたい５

㎝くらいの大きさに生長した。大きくな

ってよく動くようになったから、大きさ

を測るのが大変だった。
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宜野湾市立長田小学校 

４年 平良 桜介 


１．目的、動機１．目的、動機１．目的、動機１．目的、動機

  カブトムシはあまり沖縄にはいないから、カブ

トムシについて調べたいと思った。カブトムシの幼

虫が、さなぎになって成虫になるまでにどんな変化

があるのかを知りたい。うまく飼育できるようにな

ったら、毎年自分のカブトムシが卵を産んで、毎年

幼虫を育てられるので、上手に飼育できるようにな

りたいと思った。自分でたくさんのカブトムシを育

てられるようになって、たくさん増えたら、学校に

持って行ったり、友達にカブトムシをあげたい。 

２．方法２．方法２．方法２．方法
  方法①・・・カブトムシに適した環境を調べ、自宅で飼育できるようにする。

方法②・・・幼虫の重さを量ってみる。
方法③・・・デジカメで写真を撮ったり、記録をつけて観察日記を書く。
方法④・・・幼虫の体を顕微鏡で拡大し観察する。


３．３．３．３．内容内容内容内容
 （１）なんだろう？なぜ？どうなっているの？と思ったこと。

① 幼虫の時に体重はどんどん増えるのか？

② 幼虫の時の体重と成虫になったときの体重に差はあるのか？

③ 幼虫の姿の時にオスメスを見分けることができるのか？

④ さなぎになったときの変化の様子を観察したい。

⑤ カブトムシの体重と力は関係するのか？
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【なかなか蛹室からでてこない】
蛹室の中ではカブトムシの姿になって

いるけど、なかなか土の上に出てこな

い。羽をちゃんと乾かしているのかな？

角の部分は堅くなっていると思う。






【やっと出てきた！】
蛹になってから２ヶ月近く経って、や

っとカブトムシが土の中から出てきた。
羽はちゃんと堅くなっていた。穴の中を

見たら、蛹から成虫の姿になるときに脱

いだオレンジのからが出てきた。





【かっこいいカブトムシ】
 カブトムシの大きさを測ったら６セ

ンチくらいあった。幼虫の時の大きさは

成虫の時の大きさとほぼ同じというこ

とがわかった。


４・４・４・４・結果（結果（結果（結果（観察し観察し観察し観察してわかってわかってわかってわかったことたことたことたこと））））
  カブトムシの力の強さを調べようとして、カブトムシの角にゴムをかけて、重りを引っ

張らせたら、その後に、カブトムシの角が折れてしまった。今度からは角が折れないよう

な良い方法を考えて、力の強さを調べたいと思った。
  カブトムシの幼虫の時に、土をいっぱい入れないと、幼虫が大きくならない事がわかっ

た。幼虫を育ててみると、うんちをたくさんするということがわかった。土をこまめに変

えたりする世話をしないといけない。

５５５５．．．．考察考察考察考察（新しい疑問・次に調べたいこと・楽しかったこと・今後の目標）（新しい疑問・次に調べたいこと・楽しかったこと・今後の目標）（新しい疑問・次に調べたいこと・楽しかったこと・今後の目標）（新しい疑問・次に調べたいこと・楽しかったこと・今後の目標）
  卵から幼虫が生まれたとき、みんな違う日に生まれてきたけど、それはなぜかな。
 メスが一日一個ずつ生んでいるから、卵から幼虫が生まれる日も違うのかな？それとも、

メスが同じ日に卵を産んでいるけど、卵によって、生まれる日が違うのかな。

６



【体重測定】
 幼虫の重さを量ったら２０グラム以

上に成長していた。くねくね動いて、秤

（はかり）から降りようとしていたの

で、体重が計りにくかった。

７



【巣を作り始めた】
 巣を作る幼虫を図鑑で調べたら、巣の
ことを「蛹室（ようしつ）」という事が

わかった。その蛹室の大きさは、幼虫の

体の２倍くらいの大きさだった。蛹室に

入ってからは、幼虫の動きがおとなしく

なった。

８



【蛹になった】
 蛹室の中で、幼虫の姿のまま変化しな

い期間が長かったけど、２週間くらい過

ぎた日の朝、幼虫から蛹の姿に変身して

いた。幼虫の時には時とは姿が全く変わ

り、角が見えた。それでオスだというこ

とがわかった。蛹の姿のまま向きを変え

たり動く姿が見られた。

９



【羽が白くなった】
  蛹の姿のまま、３週間くらい経った

日に、カブトムシの羽が白くなってい

た。オレンジ色の体から、突然白くな

っていたので、びっくりした。





【羽の色が茶色になってきた】
 ３時間くらいかけて、羽の色が白から

茶色へ変わってきた。ほとんどカブトム

シの姿になってきた。
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