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本色8月 1目 ょり4日間。長崎大学に於いて

で行われた理科実験講座には,1異下各地の高

校より30条名の裁:蛍担当の先生方が参加し

酷暑にも拘 らず,運 日熱心に室内実験や野外

実習を行 つた。特に高校理科の中にふ8盤度 '

より″地蛍 ″が必須諏目として加えられるこ

とになつた、ため,今回の坤学実験講座の開催

は誠に時を得た行事といえるo従 つて受講者

の朝待も一つには実験内容が新たに鮨学を開

1講するのに即刻役立つものが望なれたに違い

ないぅしかし,｀私としてはこの様な機会に実

験を会り型にはまつたものにせず〕た 自ゞ然

科蛍の一分野である地質学にかける″ものの

見方・ 考え方 ″を体得 して頂けるように進め

た積 りである。

4日 という限られた日数の中で,実験項目

|も 少な,(.:ま た偏 つていたかも知れない。

野外実習の自数 も少なか つたに違いない。し

静、し結果的には,実際に直面 した様々な問題

の中で,坤質学的な感覚をいくらでも知 つて

頂けたのは望外の幸いである.

1 高校理科指導要領を見ても分るように:現

在地質学 〔地球下層の部〕で販扱つている内

容は,一時代前の難賛鉱物学暉 義における

ような9鉱物の結晶系や,岩石・鉱物の生質

を棒暗記しなければ進展 しないとい らた無味

乾燥なものではない。最近は同じ対象が一個

の鉱物や岩石でも,それぞれ地:殻 を構成する

物質としての背景をもち,現在の産出位置に
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存在するまでの歴史性を有していることが強

調されている。更に地層を取扱 うにしても,

単に構成物質による分類に止らず,原岩の侵

蝕から運搬→堆積→岩瑠 |ヒ を経て,現在地表

に露出するに至るまでの過程を,露頭にあら

われた状態の忠実な観察により,地史的に認

識 しようとする方向に進んでいる。″動かざ

ること大地の如しギの諺も,″ 躍動する大地

″と書改めなければならぬであろう.

今回の野外実習も,こんな意味で,特に大

量に秘められた坤1質的な因果関係を知る上に

都合のよい地域をえらんでみた積 りである。

講習期間由は不安定 な天候にわざわいされ

中2轟 間に予定 していた野外実習が後半 2甲

間に集 り
｀
結果的には見受事項0駁 まとめの

拶会を失 したのは誠に残念であつた。多 くの

方が矢上小学校で昼食後,午前中の見蛍個所

の状況の整理を行 らたのが大変参考にな つた

と感想を迷べておられる。このことは今後再

びこの種の講習が開かれる際には考慮すべき

であろう事

講習後, 23名の先生方より野外実習の報

告書にそえて,感想や要望を書いて送 つて頂

いた
r地

質実習を始めて経験された方が多い

様に見受けられたつヽ 各露頭における記録や

総括的判断などの言こ述は,非常に見事をもの

、で,講習に対する熱異に敬服致すと共に,私

としてもゃ り甲斐●あ てtこ とを嬉 じく思 う

ているハ
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甲一部 した警習崚城にないて1特た目標 とし

た筆学的教材は下体荷んであらなかを回想ナ

、るのも無駄で撃なかろうということである。

票に寄せられ各感想ゃ要望に対する反奮も畿

みる必要があろうと思う6

野外実習地域の解説
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8月 予日 量崎市郊外 東彙崎町矢上地域

ギ 4日 :長崎市西南部戸町、小ケ倉方面
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重要な問題′気を記ナに上ある。

(1)不 整 合
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澤崎市吋近の地質はし大きな構成岩層の単
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′
_く ,後二者の基盤岩をなしてい乞ム苦ォ士系

舛西側の高島炭田と:東側の表早炭田に分希
しているあまた火山岩類はこれらを被覆して

いる最も新しいもので,長蒔市め   逸
‐
9申 夕を作つている1分希上雲仙災山■多良

´
冬山と区31す るため、″長崎火山ンと赤しそぃ

:るが,現在は全く火山活動は終ちてぃるL
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地質チ統がど'のような接し方をして広る亮、を
取上げた。矢二効 達た終みな弄三紀移基層
_響層` 上に重なる火山岩類:上声時議芳そ
結暴:片岩二に重なくた泥岩と砂碁層のそれそ
れの関係は不整合でぁなことを現1通そ解説し
たら不整合面に於いて密着する上下の岩層も
実はすの生率年代から見れな,'そ の間に長い

時間的問隙がぁる。 ―    :|
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り 砂書 吹上,小グ倉地域で数鶴  ‐
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a｀ 黒色片岩 〔撻質ならびに石灰質岩石

率ク変成した結晶片岩で3石墨右英‐

‐ 片岩や絹雲母石英片岩などがあiる
｀

b｀ 緑色片岩 (塩基性火成岩又は凝灰岩:

から変成したと思われる結晶片岩で

1  緑鎌憑泥片岩が代表的なもの
)1‐

暮曇::=:|111■等:で きる:も
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ているoイ今まで唯の石::上であ|た |

ものが興味をもつて見る`こ:と ができ,自分の

人生

`何

らかのプラ」スになつた 〔活水卜″b

蓄胃後
″帰りの車窓よる見る切取りに注意を

ひく自分を感じ (猶興館｀″た方もあ|つた芳

もあFな ことけ替
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金堂を専攻して鉱物に由する知識をも●て碁|

争れた方が, イ岩石と壕層の関係がより重要

'■  であり,今まで坤質学に対して持うヤいた観

念を一新してくれた rrj、浜卜
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えよう,議習後,:自:宅附近の地層が長上地域の

の侍石層に似ていることから, 

“

早速岩石を

採集し■,帯導を零け各方法で処理した所:有

孔虫の化石:を発見 〔護早  `〃じ率J気は,室内寒

験と野外実習の体験を有効に発展させたもので

あろう。  (

“

暉黎 1‐ 9年甲,金 3門 17銭 F購本したすす

現在峻で書架のはこりをかぶつたままになつて

ぃた早坂一部著「随筆地質学」を,今回の講習

会で再び手に取る機会を得た,(北松南  ゝ〃方も

あつた。

前に、強調した通り・種々の地学蜘現象を摩

史的に考察することが大切であるが,野外実習

中″古い地質の時代劇を想い,劇的な,それだ

けに現在の観念をしてはすれ違 多現実に驚いた

り,そして如何にしたら地質の観念自体になれ

得るものかと 〔鎮西卜″の考えも生れた。

また一方では, ″実習に相当の予備知識をも

つて参加すれ,ば ,更に効果が上 つたものと思わ

れ (佐世保北｀〃,〃野外実習○要点が予告さ

れていなか つたので鸞現場での説明が充分味え

なか つた 鶴原｀〃様に,〃 予備知識を事前に

指示して欲しい (松浦 :`″ 要望は強か つた。

勿論基礎魚識が充分であることに過ぎることは

ないが,い きなり自然増象に直面して,始 めて

植付けられた強烈な印象は,後に参考書なり。

専間家に頼 つて整理することにより,本当に身

についた知識準なるといぇる。しかし欲をいぇ

ば〃政程度専F電教育を受けた組と,全 く初めて

の組の2班た轟威 鑓興鮭ヽ ″すふ方法も:あ

る程度この種の講群会に考えねばならぬことで

あろう。

野外字習の実際面においては,″ 例ぇば野外

観察結果を野特に熱側に記載す,る か。砂岩の分

類をどうするか

`大

村｀ガ〃節質図は今回の程

度の実習で作製できないか 〔猶真館)(難1質学

爆語のイ原語も教えて頂ければ尚よか つた .

:1九州文イヒ)〃 など夕i歩的な説明や,〃 ィ

リノメーターの活用,標本の指定採集 〔島 |

原)″ を要望する声も多々あるハ 野外実 :

習の回を重ねることにょり満足されて行 く

と思 う。指導する側から領聴すべき御意見

である。

結論的には, この種の″講習会をできる

ことなら今後も続け f純心  ゝ″, ″例えば

夏休みなどに毎
/r_1回は野外実習 r五島｀

〃を行 う必要が痛感される。特に″各高校

の所在地の地域性を取入れた現地指導の機

会がもたれるよう 〔醐  1′ な体制が生れ

てくるようにしたいものと思 う.直接野外

で自然に学ぶ機会が度重なることにより,

益 視々野の広い自然観が確立され,地学の .

指導力も増 してくるであろう。 (〃   ″

内は原文のまま夢:用 した｀

あ と が き

4日 間の短 t^期間であつたが,参加者の

真剣な研修態度に大いに励まされて,まが

りなりにも講書会を終ぇた。今寄せ られた

多数のレポ=卜 を前にし、 不手際の多か |

?た指導を恥 じているo多 くの貴重な御意

見や要望は今後何らかの形で活用に努めた.

いと考えている

`おン賞蛍の蛍習には多分に地域菫が問題に

なつてくる。そのため,case by caoo
で望まなければならぬ場合が多くなるのも

止 むを得ないが,資料が許す限 り各地の地

賛についての紹介の労はいとわないつもり

である。丁度私は現在長時県地蛍会の産婆

役として徴力ながら県下の■量の振興に黒

力しているつもりでいる。同好の士 も次オ

に増ぇているわで,県下の地蛍教育の前途
が次オに明るくなつてきたことを書添えて

むすびとする。

昭:薦13‐ 7盤19月 24日
長時県地堂会満 1周生記念日に
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