
司会

司会 只今まで ,小学校の立場から田口先生

中学校から田島先生 ,高校から中山先生に大

変有益な御講演をして頂き,討論の話題を提

出して頂いた訳ですが,こ こいらで今までの

お話をひっくるあて,ま たその他諸 の々地学

教育上の問題をお話し合って頂きたいと思い

ます・

(高校の地学)

西村  (松浦高校) 中学校から上らてきた

生徒で
`色

々な単元ででてくる用語ゃ概念を

把握していない点が多く,いきおい2単:位と

いう時間に左右されて。そこから説明し直す

と時FElがかかる。出来れ!ま中学綾の方では使

われる言葉とその内容を把握して頂ければ ,

.も っと時間が節約してうまく行くんじゃない

かという感じをもっています.それと二般の

理科に共通するかも知れませんが
`実

験する

基礎的態度があまり確立されていない.中学

校の方にお願いしたいのは,:基礎的なものを

しりかり身につけさせて頂きたい.これは北

松というへんびな所で地域性も相当力疎 され

そぃるふども思いますのでb念の為・

司会 ちと中学校の先生方がゃり込められ始

めましたが。            ″  :

菌村 高校の講演で ″地学教育上の振興上 |

施設 1設備の充実という点をお話になりてお

りましたけれどもi私の所も地学教室という

ものが新設校で計画の中に入つていないし ,

今ヽ後恐らく立たないのではないかと気に致し

ております。今生物教室と合世帯をゃoてお

‐りますので:借家根性といいますかすそうい

=:|:「
「

‐石 井  哲 夫 (長崎 大附 属中〕 |

つたものからくる制約がやはり授業の面にも

大きくかかつてくると懸念しております。ゃ

はり

`地

学教室ゃ準備室 ,講義室といったも

のが1高校の施設 .設備の規格の中に是非取

入れて頂きたいと考えております。備品類に

つきましても,単位数は今まであ5単位より

少くなつてきましたけれども,整備について

は再検討して行かねばならない。

もう一つの点は大学入試との関係ですが ,

大学の入試に地学が入ってこないとなると衰

徴するんではないか。といいますのは

`高

校

が大学の予備校みたいな格好になっておりま

すので,基礎教科が重点的に取上げられて補

習でも強化される。そうしますと理学あたり

も忘れられてしまう心配もあるこ

小林 〔左世保北高) 高校地学の盛衰は ,

大学の入試問題がどんな形で出されるかで決

まる.も し大学入試に実験を重視した問議が

出れば高校の実験室が充実しますら実験設備

は地学が今年から始まつたのだから
`特

別の

枠を作らそ貰わね|まならない二私は今年薪し

く赴任したのですが全く準備がない1予算を

とっていないのに人間許 りとらて何になるか

といった所 ,それで 20万円獲得した二新し

く出来たのだから予算措置ふ必要です。

鎌田」
(長崎大〕 大学入試について2うの

|

問題がある様です。まず地学を出題するかの

問題おこれは各大学で色を考え方がある様で,

他の大学でどんな線を打出すかはらきりしな

t｀が1長崎大学の学芸の方では

`:非

公式であ

るが従来通り理料4科目出してこの中がら選

彙崎県における地学教育上の諸問題

⌒
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択させる様な話合をしています.´

後の方の問題 ,実験を加味した入試問題を
1‐I I・  1li fi             ・

出せば高校の実験設備が充実するという
.話

で

ありますが ,我々も出来る丈暗記物に終始し

た出題はしたくないので ,あ くまでも実験を

通じての理解や現象の説明をテストする問題

を出す様研究してきてぃる。過去にも実験を

力疎 した問題は出している●今後も出題の際

は充分気をうけて高校の地学教育推進に努め

中山 (長崎西高)(幻燈機を手にとって説

明する)

司会 幻燈機め場合 I径が大きくなるのです

がか薇ミメ虚になって,2萩で億愛などうで
'す力こ   ;‐
中山 物饉教室にぁらたものを使ったので,

-3,500円位です.幻燎機は750Wの望連

レンズを使うので径は大きい.

田島 この様なものを長崎県地学会で開発し

て売出せば相当なものになると思います (笑)

司会 私も小さい 18ミ リ位の偏光級を5,

6枚もっているが ,使って見る|とにかく暗

くなるので実用にならなかったo学校には最

近 8ミ リや 16ミ リの映写機を使っている所

があるが,短焦点のレンズですし,径が小さ

いので偏光積が安くてすをあをなが そすか.

ti私
も■ら

・
てみます二私の所でレま

・
Iも っ

.と

も岩

:石専用の
1椰
光投影機の|1申||||を使っ

`:痣
いるふ「すし`か皓しヽそサ議二   五

111・ i ll ::: : 11 :ヽ
:|:it:1 .   ::・

  .

二 1

栄岩 (性笹保議高)偏 光ヒズミ測麟 を物

理の実験で使っているが ,8,・3・ 00自です.

口径 1“位で :それを改良して横から幻燈機

に入れると使えます。

(地域性とスライド〕   i
司会 話題を変えまして,どなたも口を開か

れると必ず話題になる。地学教材のローカル

性を中′ぶに書くお話を願いたいぶ  :

小林 菫島先生が講演されたのですが,私も

ぜ合せて編集したものをやつているが,間に

合わない。足りなぃ。今日見せて頂いた様な

スライドも大分ある訳で,プ リントするなり

編集したら非常に役立つのでないなと思いま

す。何かそういう風なお考えになって頂けな

いてしょうか.

司会 如何でしょう力、 2つの問題があった

と思います.県内各地域の案内書をこの会で

作ったら
`ど

うかということ●もう一つは,不

ライドを中心にした教材を各学校から持寄っ

てコピイを作って希望の所におゎけするのは

どうかということです●

栄岩 色 話々が出ている様に ,高校の2単位

あ通学は地球を串′心とした大まかな通学そし

かやって行けないら個々の現象について取扱

う時間はない訳です。個 の々現象については

しっかりと中学校でゃって頂くことにして ,

.それをまとめて総合的にゃ|て行かなければ

時間がないこその他に大学め入試もあるし,

6二

（鬱

て行きたいと考えております。        野外教室そすかね:野外実験ですか ,ああい

(幻燈機の偏光装置〕        うのは重要だと患みんですよ.それで長崎大

鴨川 (長崎中) 田島先生のお話にあった  学なんかで音頭をとって ,県内の主だったも

幻燈機に偏光装置をっけてゃった方があった  のを作られると役立つと思うんです。それと

ら方法を教えて欲しいと思います。      _同 時に今私のF~Jfでやっと地学教室を確保して

由島 〔長崎茂木中〕 長崎西高の中山先生  幻燈機を使いながら授業をゃつているが ,ス ´

がすでにやって,お られます。         ライドが非常に不足する。市販と自作とをま



これを関係づけていくと時甲的に制約される。

で ,ま とめていくのにスライドをRLL使 うの

はやつていいことであると思います.

鎌菌 甚だ結構です.ただスライドを使う場

合 ,その学校附近のものにするのか ,県内に

どんなものがあるのかを紹介するのか ,或は

高校としては●4カ ルな
´
ことは中学校で終っ

ているからもつと大きく地球全体の立場から

見た色 な々現象のスライドが欲しいのか。高

校の御囀望はどの辺にあるのでしょうか。

小林 私はスライド自身が全体的にながあて

不足していると思ぅ。説明する場合に■応 1

枚位ずつの
'ス

ライドは21,3社集あて行くと

ある訳ですが ,と ころが話を進めて行く場合
′

途摯足り
°
なぃ所をすら,ずかす所がでます●県

内にあるものをそれに補充して行けは,非常

に充実じはしまいかと考えます。

西村 今の地域性の問題ですね.地域性は私

はこう考えています。どういう段階で生徒の

身近な地域性をとり上げて普遍的なものに発

展させていくか.その意味で考えます●今の

スライドの問題でも二生徒の身近な地域から

■般的な長崎県 ,或ャま世界的なものに発展的

に考える。スライドもその方向に ,ま あ長崎

:県のものを作って欲しい。

鎌田 個人的なことに:な るあですが:私の歩

いて廻る所は特殊な所をせまい範囲でゃって

いるので ,、県全体的なスライドの持合せはな

い。その意味で,少し長い目で見ていて頂き

,今 日ス
:ラ

イドを紹介された田島先生ゃ田口

先生のをはじめ ,他の方の手持のもの
‐
を折々

に集め0‐つの線の上にのせて編集して ,そ

れをコピイすることは考えられませんか。熊

本地学会はゃっている様です。

西村 或はスライドの交換をゃってもょいと

思いますれ :  ‐  :

司会 理事会あたりで検討して実現する様な

方向にもって行きましょう。

鎌田 そうでございますねこ

西村 どうぞお願い致します。

司会 この仕事を全部この会でゃるというの

も荷が勝ちすぎるだろうし,ま た費用の問題

もあるので,ど こか引受ける所が欲しい・ が

他所でやって出来ることがここでも出来ない

ことはない。

この種の仕事で戦後T番始めにゃったのは

埼玉の松原という高校の先生が ,秩父の1長瀞

J題材にして高校を対象としたスライドを作

ったことがある.御自分は全然写真はゃらな

いんだがt:結局最後には文部大臣賞をもら,

た。その後小西六が引受けて市販された。,あ

れとは違ったものになると思いますが。

鎌田 これは地学会にお願ぃしたいというの

ではなく,自 分達もこの運動に参加してやる

という風に考えて,ど しどし計画をたてて ,

スライドな博寄ることが必要なんじやないで

す力ヽ              「

司会 只今自分で作った地学スライドをそれ

こそ2枚でも3枚でも,も っと沢山でも,あ

る方は一寸手を上げて下さい。 (数 える,‐

これ丈そ11人ですから県内集めるとその

何倍もあるのではないですか0

鎌田 この点よくPRしてどんどん出して頂

ければょいと思います●

西村 巡検会の折でも持って行き昼休みに見

せ合ったらどうですかoこれが一番てっとり

早いですれ

〔野外実験室)

司会 ロニヵル性の問題で,さ つきの田島先

生の野外実験室ですね.あれ程の仕事をされ

（
）
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てなるべく室内の標本を使わないそ野外で見

サt せることは伸 結々構なことなのですが

`ま

た
二方校外に出すという時間を得にくいという

不満を沢山聞くのですが,そこらへんで如何

ですか.

栄岩 ′今計画中なのですが,岩石菌を作ろう
|と生物の先生方と話しています.学校内に書J

に大きい岩石を集めてセメントで固あ
・

タリ

″メータ‐を使える程度にしてゃろぅかとぃ

つているが,あまり大仕掛なもので
―
すからま

だ話の段階です。ぜひ実現したいと思います.
:小

林 私の所では何もないから窮余の二策で

夏休みの主な課題にサンプルな11個すう持っ
てこい。その場合石ころはつまらん。それを

平常点にするから,どんな大きいサンプルで

もよいから,大きければ大きい程よい (笑)

という積りで集めることにしてぃる。行く行

くは大きいものは陳列する様にしたいと考え

ています。

(地学への興射

司会 話題をかえて,生徒を合あてサ般の人

は地学的な現象に金然興味がうすい。所がご

'こ に集ってぃる方は百人が面白くなも、も
:ら
に

非常に興味を覚えてゃってぃる.その違いが

ギtにあるかといぅことを分析したら打開策
´
が見らかるのではた

.ぃ

力、と思らのですが。

西村 地学的な興味は低学年におぃて相当見
つかるのではない力もそういう嵐に読んだ気

がする。だんだん大人になるに従って,この

今の反省ではうすれるという.どあ辺がら曲

:る のですかね.    ‐‐ 1

司会 子供達の色んな話ゃ感想文を読むと,

野外に,魔連れて行
:ら
そ館がを見せますね。

.これがあうたら非常に好きになる。反対に,

それがないと反対に違らてくる|そこいらに

蘭議がふりをらそ十.    .   :
薔村

｀
人間本来の物を知るとしヽう求知心をし

よっちるう刺戟してゃることによって,興味

も寄ってくるのではないですか.

司会 ,例えばスライドゃ映画で断層ゃ招曲を

見せても感激がなぃ。現地で見たのはぶリュ

ニムで動かされる。それは年が若い程|それ

から頭が一寸低ぃ程 ,その影響物が大きいの

ではないですがこそぅして見るとみ野外には

最少限 1回は連れて行がねばならないこ

小林 ゃらなりはじめは西村先生のいられた

人間は自然の現象に素ホトな興味ゃ関心をもつ

のは当然だけれども,だんだん小学校 i中学

校・高校の試験勉強が影響ありますよぁっめ

込みで嫌になる.本当の学問の喜ぴはタラブ

活動などを通じて本当にかるんで,受験勉強

やつめ込みではやっぱり嫌になる。

西村 クラプをゃらせてもをぅですね。最初

の頃は興味をもっているが,課目や試験に追

われてだんだんクラプを遠去かるという傾向

はありますね。

(地学のカリキユラム)

阪甲 (島原
=業

高校)高校の先生方がら

中学校が総攻撃をくらった訳ですが,長崎県

理科教育会でも同じことがあらた二その時中

学校の代表から,いわれることはょぅ分るが,

中学校の先生の身にもならてくれないかとい

うことであった.:中学校の理科の場合は ,た

しかに高校の2単位も少いけれど,それより
｀

もっと少い時間にゃら議ばならない.ま た地

学が専門となづていないので,理科すべてを

教えなければならない.その点に問題泌iあ る。

確かにローカル的なことを中学校でやるのが

本当だと思うが,今研究発表された2人の先

生方の例を考えてもかる様に,ます自分そ/c

:

壼

い
》
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‐‐?黎零ヤ琴ヽ てい事|■|‐ .や?"李て,.ら
れ,

‐.警撃筆琴 ,,学構年ヤlや 特甲■‐外の|キ曜日
‐1メ班議摯らとなo甲‐‐響甲

'1,日

|な1,事 分の時
i

=甲すマギレ

“

T等 1‐
0■下Vlる 1尋う.とす

ると,ただ単に授業時
甲
丈の問題の外にその

地域の調査をされているかが問題になる。そ

IF中学校自体年も甲寧→あるo

小・ 中・ 高でゃる地学の系統ですね。ある

_1下
“
デイつ下

い

'レ

'|や要で11詳甲がお

やそ1｀Fな
'下

や9ま 芋本学に行、
。
,:その様

な系統なまだたっていないという気がするご
今■こてゃぅのは本筋でなぃ,ので上めますが

月
|の響今≒‐|‐1号中学攀1:中学捧'高

等学校
,一っ9筋道奮摯ゥ

=り

させる、きで,そう

す■ば高校ゃ中学てどうしてヽここまでや?
ておかねばならない所ばはっきりするのでな

|いなと思います●     |
甲口「(葺尋Jう . :つ

ぃで唯 ,T番高校 ,中学

からしわ寄せをくらう「JN学校の立場から一言

〔笑)実は確かに中学や高校の方にいわせる

とらこれ丈しか教えていないのでないかと言

われるo実際ょく調べてみると,,応中学校

ゃ小学校の場合ではヵリキュラムがは,き り

していますから割年よく分るのですがぅJヽ学

校でたたき込んだことが子供自身忘れて了っ

ている●それて上の学校の先生からおこられ

たらっい自分が忘れた逃場を,習 っているの 1

に習っていないといってしまう.これをとら

えて.中・ 高の先生方はそれを自分達の逃場

にする.|れが,自 分達一番こたえるんです,

(笑)

司会 小,中・ 高間で無駄をするな・ 目標を

|ま っきりしてゃるんだ:と いうことを強調して

おる訳ですね。         i
_11彎 .令の誓てです≒・つ,々キ指導要領で

.申学校でや,てI)|ォ)争琴|'す 1奪||れ
‐1轡・‐1‐攀‐レ下さll,'す.～:1甲肇して|
‐,1すⅢ ‐全部1‐ 水準,所て,,:着石の種類

|そ
の岬 T応申学構鷲 マ下いる●拡物

の1肇 ,11れ堺増 うなo琴 事ヽ|‐|:F‐
本体そ

‐?警季下事悴言夕下すヤ警になつ
百11う・

=F..しかし中学校で100°/0なされて来た

かどう力)は疑問ですがね.ち ,～とダブらん

様年な●■ まヽす.

そ■F)ら中学擁,オかを蓄なあ■たが1私

の所てぃ受験勉強が徹底した為てしょうか,

時を重複したらいなん仁思ぃ,群明しながら

聞ぃてみるoけです事・ `案外知,てぃますよぅ

事寧してます|,こルな■とン■,争 で々よ
か。こ

～
警|キ ヤよい|よ

―いあり11よ .そ

の様なこともございますo "り  、

∵́ :`神質導検会のあり方〕:

司含 ′あと気射 天体などの重要な問題をと

りまとゃてt‐Fて環きたいと思し1ま す●

鎌田 天文・気象に入る前に―f.先程野外

実験室の提案があったんですが,■れは私個

人の意見なのですが ,日 躍地質巡検会という

ものなですれ,従来通りの方法でゃってよい

かどうかす・墾申
=馨

:甲呼尋■ていうoこれ

は少し趣向を変えて,会員の方の勤務先あた

りで ,その会員の方が予察調査をゃっている

範囲を皆さんで行きまして,午前中の調査が

すんだら屋は学校に集ってご飯を食べながら

話合う・ また午後にFml題をもらて歩いて,そ

め附近の教材に使える―つのモデールを作って

みる.単■現象を見て歩く丈ではなく,その

附近の教材に使える範囲を研究t合う●そう・

いう旱午1畢菱彗つていつてヽ 再申い1思い
ます.一つの提案な?■1ギ, =
司会 如何ですか.   . _
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1茜村 賛成そすれ'しかし会員の方をがちら
‐巌二をtヽ妻,あ毛

=鼻

青た負通をふみるとし`
|

:・

らなが桑た甚るんをす碁五士も瓢F‐島てご1・

頂く場合に二例えば佐世保地区とか,諌早。

■大轟niL量1通 :晨 rit由凛■をモ紙
:

‐
鎌畠 をの点

'1:票

it蓬遺薇,県韮地区なり
に集■て頂くo県南地区は長時中心に集る。ヽ

そうtヽ う風に,2本か3本立にすればゃれる
んでないかと思√後

i子

I権ふ1た ,由島先生あ

提案の様な茂本地区を野外実験室として研究

しておみ巌
・

長崎市内の小二串校そも使える

道はあると思ttを手: 
‐‐ ●:

奇会 轟賛成あ様ですがら車速そらふらもの
を今までのにカロえて計画をたてて見ましょう.

鎌田 是非自分あ所で二つといろ

"は

,何も

費用がかかる訳でなく,勿論皆さん研究心旺

盛なのでぅパス賃ゃ汽童賃は自弁で行くと思

うので ,自 分の所でゃって欲しい時はどんど

ん申出られてですね ,それによってスケシュ

・■ルを組むことにすれば我々としてやりよい

と思います。

(天体の夜間観測)

司会 それではもう時間がありませんからJ

二つ気象・ 天体含めて御意見がありましたら

●●●●●|二 天体の夜間観測ですね.高校は別とし

て,小・ 中学校では夜分に生徒を集めて実施

するのは非常に困難があると思う.この点如

何です力、

工夫すれば何とかならんことはありません

‐払ら休暇中にゃる
.二

LI碁 麦休みのこんな行事

にくらっけを■る:Lふ:また蔀落た出かけて

行ってやるとふ:1を五撼:らたらない鋳なスラ
ォ|でおきなぅ1ふ:凛ぶら九在Iままだ明

:るいうちに見・iEる とかふ

この問題に真正面から取組んで,も う天体

観察は1■き
'、

昼簡だゃるんだ
1=ふ

ち二とを主

張する人がいるんですがね。産賀の附属中学

の音賀とかいう先生です.そんなにまで主張

しなくそもいいと私共は思らんですが,そう

いう方もあります。

t天 気 図)

司会 天気図ゃ気象観測なんかは如何てしょ

う力、

西村 天気図.生徒に書かせておりますけど.

高校の実施の中に入っているのですが ,取上

げていらっしゃらない所もあると思いますが

`
時間がかかりましてね.お昼休みにテープを

聞いそ要素文書いた,放課後にならますと補

習やらなんで ,伸 4完成しませんですね.な

んかうまい方法ないもんだろうかと考えてい

ますがれ

司会 文部省の関さんのお話なんかでは,高

校は別として,中学校では,自 分でラジオか

ら聞きとって天気図を完成するという―連の

ことをすoか り出来なくともよろしい●‐応

デ■夕を印届1して渡して,それを自分で書込

んで天気図を書いてみるという風な程度のこ

とをやれば,天気図が読める様になる。とい

うんですね。目標は天気図を書くことにある

んではないんだと言●てぃる・
1:l・

r:  1    '

高校でも.風向・ 気圧・ 風速・ 天気を印属1

して与え是もあに,等圧線丈を入れさせると
いうことた●たら案外早くできるんでないで

すか・
´

私の所では
・最初は各観測地点を地図の上

で拾うこと文を練習させます.ただそれ丈鷲

すとすぐできますから,今度はそれに風肉を

入れるという練習をさせます。そういう風に

幾段階かにかけて大体数回ゃりますと自分で

書ける様になります。最近はテープレ==ダ

・

　

場

‘
ミ
∫
鶴
緞
繊
ｆ
ぷ

一．一一》
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IⅢⅢIIII:||■||||■機||
な,た・

:    `l    i l..

・ 歯轟
●
そ五1萩法4あ読

‐
,新聞天気図に興味

をもって,あれで毎日の天気を見る程度にな

ればよいと考えております0 .

鎌餞 NEKテ レビの番組が4月に変って,

7時前に明日の天気の予想をゃり,ま すね●テ

1ゞ:レギ
'影

響ほどうですか,
1薔

村
.生

徒に手をあげさせたら大半は見てお

りませんねしまだ私の指導足らんなと思うと

るのです・

司会
:私

はあれを宿題に課しているんですよ.

毎日必ずという訳じゃないですが,これから

1月位の問 ,新聞と,レ ビめ天気図に注意し

て,よ ―く研究しておきなさい。そのことは

教室では詳しくは教えない・ そしたらね,大

体半数の生徒は毎日見ていますね●

西村 新聞天気図の切抜き事ゃらせて―見まし

た.これは授業に使うからとい,たら.よ く

切緩いてやってましたね.    |
鎌田 私考えるのに,新聞天気図には繁 動

きがない訳ですね.テ ンピの解説じゃ,ち ゃ

んと高気庄なんかを板を動なして見せる点は

非常に効果的じゃないかと思うo´

西村 新聞切抜きもですな。期間を最少1週

・ 問ゃらせて見ます1と ,移動が出ておりますか

ら,大体いい訳ですo_ .::
_  (気 象 観 測 )   ::

司会 気象観測を一番力を入れるのは3学校

て,中学校p.すないなと思うのですが,それ

にしても年間通してやらせるから或はず定期

間丈にするか,或はず学年の生徒を廻りばん

こにゃらせるものか,それとも特定な生徒

“ゃらせるものか,その点 ,御意見を伺いたい。

田島先生,ず‐とおゃりになってどうですか。

‐,|.:1摯 .|、
る蟻中

=全
牛織‐干t‐争‐1下 :ヽ 外

あ期間は科学部にゃらせている訳です:。
また

金生徒準ゃらせる場合|グル‐プを作りまし

てね二班加に■寸Ⅲきなゃ?=配属レておい

て,そのリャダ■をきたえ上げて,それに指

導させる.ですけど。こちらの監督が行届か

oとすぐ生徒の興味にひびいてきます●やつ

てい
｀
る間中,全然こちらは気が牟けない

`
司会 小柳先生の所はどうしています●・

小柳 〔長崎西浦上中) 昨年2年生を受持

っていた時,二学期に気象の単元をもってい

たので,毎日観測させたら非常に興味をも,

ていた様ですね。年間を通してというと,仲

中々学校の場合だと私たちの指導が充分なさ

れないと出来ない問題.で
すね.現在2人の生

徒に毎日観測させては、いう|んてすけど0

それから一つ私に問題になりているのは気

象の単元を取上げるのは、1私の考えでは梅雨

から夏の台風にかけて,一番一学期にもって

きた方がいいのでないかと思って,今年も一

学期に持らて行く様.お願いしてあ
:る
のです

けれども,他の学校で1ま 気象の所は現在の啓

林館の教科書では,一番最後に持ってきてい

るものですから,2月 とかその後にゃってい

る学校があるのではないかと思いますoそこ

:でよその学淡から二学期あたりに転校してき

た生徒が,―学期に気象を金然習っていない

ということで,非常に困ったことがありまし

てね。そんな場合,そ ういつたカリキユラム

の組方が少し問題でないかと思うんです●各

学校まちまちであつてャま一寸具合悪い暮があ

るんですお

司会 :丸山先生,先生がたの所はどうですかo

九山 (長崎機ケ崎中) やはり継続観測は

クラブ員だけで ,あと全般的な生徒は短期間

「

~二 二   ~~ .~´

‐ 21-



事事 準ililT:黎五嘉・亀言[li重幕葛1‐革霙 |

1轟 墓寧覇碁i警11旗手1. 魯襲ム[1菫:まJ::]IttL=|
堪ガた畠違ゼ子ふ覇 羮1絃も農桑す翠科年 1書なせ:ないと案外理解消難しい.まあ印刷技・

・ 表 :彙

'ま

丸善あギらを使 |ているのです.あ  待が進んでいますから「
教育iだ けに使,ラ ロ的

:        f      i    l               i

れが高いものですからね.その必要な所だけ  で,も ぅけとかを全然考えに入れないで,安

「圧縮したものなんLi嵐桑たもん応、と思:っ て希  い値段で:中央気象台の極東夫員図の串型の      1
η  望しているんです力ヽ ∵     ものを ,西洋紙代だけで一括 して注文できな

1司会 高校では,準教科書みたいなテニブル  いものかと思う.そうすると二円位の値段に

があるんではないですか. 当るのではなぃか1気象協会のより纂嬌安い

=|| 
ぁらます|:::ふあ麿二わ1気象とが J違: ものがみぅと

墨
い事■・      ■‐      3 1

科年表は非常に地学の勉強にもってこいなの  司会 裏表に印椰]している0がありますね。      |

ですれ,それで暦まで入れて気象から地理関  あれだらたら1回 分1円 ということになりま      
｀

係です.ね ,皆

^,て

いますが ,事くてですね。 すⅢ

司会 これ気象ではありませんけれど,天体  田島 あれは図が非常に小そうございますo      l
の学習する時 ,理科年表の何頁かを,暦の所  司会 それでは時間がきましたので討1議を打

ですが ,コ :ピ イを作りまして,生徒全員にく  切リキ
いと思し

,ま
す,「 うも¬含

が
事
ずくて      ,

ばったことがあります0 失礼致しました。西村先生に開会の辞をお願      i

私らの所には複写してプリントする器械を  い致します。

も,Fぃますが,仲 ,そ
～
なもの何時も手事     1.:`開会の辞)

めにやるのは時FElがないのか,サポるのか ,  `西村F李,日
rは各地なら地学会の会鼻の皆様多

ゃぉますんね。印漏1し た0,が生徒数の半分  数御参集して項きまして
=午

前中9雄藤先生

|       でも学校に常備てきうといいと思うのですが● の御講演 ,午後は先生方の研究発表と,それ
|                                                             `  、  、V I:｀  `      ..

|  _   国語科や英語科では,50冊ずつ辞書を用意 _準ヨ暉摯まして御意見を出して頂きまして,   _

|       しています,鷲沢ですが■o         
・
今後の長崎県の地学会の発展に大いに鴛する     :

1       甲, 私?所下,,11^資
1彎ずつ理科年表  所あったと思います.それに合せまして,特

|       を与えているが,それ年しても実際使うのに  に本日はrJ■ .中・ 高ダ縦の教育の中で特に地

|       は冊数が星りないoま わ:,2本年1冊 は欲し  学に関連しキして,有益な。活発な御話を受

|       い所て,fF.そ≒下甲

'夕

i持
,そいないと

| |り まし

～
|=‐奮・

先生方と共に喜

～

でいる     (
1       実は個人もちしないと1色 な々統計の作業を  ものでありますここれな以て開会の言葉にか

1    1 1す,にし下も,警書響?讐琴
に終るので,. 

・えさせて頂きます●
Il.・ ■ご 磁 ゎ ||     1 時間的に著常に不年魯pFすね。そ■で安、

|     :てあのポリ■癬ムがあるのをと思っています。        、1 _   ●
=L
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