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特 別 講 演

今日は地学会の 5周年だそうでございます。

実はここにこういう太が ありなすも「 長崎県

新誌 」,こ れは郷土新溝の 42番であ ります。

著者は,今日後でか話のあります田中大
=先

生。今日は二つ田中君と呼ばせて頂 きますが
,

その田中君と森寿美衛 と,「
この御両人の著書

であります。森 という先生は,本をだされな

した時は北海道学芸大学の教授 でありました

が,その前に長崎師範学校の先生でありまし

た。ここにおいでに なります石井君 とか,渡

海先生は,おそらくわ教えを受けられた方で

あろうかと思います。田中君 もその時の教え

子であられる0けです.私は後に女子師範の

教師を致したわけでありますし,森君は男子

師範の教官でありましたが
`私

も森君 も共に
I

今の西高等学校の前身でありなす瑣蒲中学校

q乳 をならべて教員をしていたことがあねま

す。大正の終わり頃の話であります。

この森君が中心にならて:長 I奇県地理学会

というものをこし らえてぶられました。それ

で,私 も森君 と一緒に長崎のあた りを何べん

かぶらついた記憶があります.こ の長I奇県地

理学会にはそ ういう因縁が ありますから,非

常に思い出があります。ところが,段 たしま

すうちに長崎県地学会というものができて
,

皆様ご存知のように巡検会をさかんにやって

お られる。私は長崎県地理学会の延長のよう

な気が している次第で あ ります。

なかその頃,森君を中心としましζ 丁魔

皆さんのよう竹若い方々が■階こなって勉強

されていたのですが,そ の中には中等教育,

すなゎ ち中学校や女学校の先生もかられたゎ

けであ りますけれども,大多数は小学校の先

生であったろうと思います .その小学校の先

生方が森君を中心として研究 しておられた。

その頃は,小物 先生で中等教員になるた

めには 独学でやろうと思えば文部省の検定

試験を受けねばなりませんでした。それに合

格をするということは非常な難関でありまし

たoその難関を突破された方の一人が,今お

ぃでにならて去ります,こ の著書の著者の一

人であります田中君ということになります。

この外にも地理の検定試験に合格なさった方

が,71jえば長綺の市の幹部をしてお られまし

た立右君,それからいまロノ津の助役をなさ

っておると思いますが久しい問西高の地理の

御担任をしてか らオした山本君という方が私の

思い出にあるのでございますoこ の会には
,

そういう意味でも人知れず楽しい思|ン
出ヽをも

ってかると。こういうことでござぃます。

さて,石井君 f司 会者)が御紹介下さいま

したが,私がか話をしますのは,やっぱ h照

和 10年を中心にし後した前後のことでござ

います。30年ばかり前のことでございます6

私も御在席の若ぃ方:キ |マ ッキ:う

に青年讐岱

でございました。紅顔の美少年にはなります

んけれども。̀……・.

鉱 物 教 育 よ もや
‐
まば な し

長崎大学教授  外 良5山



そういうぶ話を致しますには1.そ の頃の理 凛‐ぶ藷彗
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科 ないじ拡舞 がどういう民に4ξ っておらな

かとしヽうことを,一応 ぉ話をしませんと,御

納得ぃただけないかと思い資す。学校は当時

は尋常小学校,今の小学校:これ蒻まむか年で

義務教育3‐
~3の

うか年の義務教育を終えます

と男子裁君のギくわずや)は中学校:1甲制9中

学校 5年 二それからな子の人′|ゃ■む準4年

でありすすが,悪等女学校にみら4る 。それ

から;今度は小学校ギ尋常小学校と高等小学

校に賛りまして1悪等小学校はかかむね 2年

か 3年であります。その嘉等小学校をおえら

れ革方が師範学校に入られる。それがぃoゆ

る 1部 であ わます。それから,中学校や高等

女学校を卜えら■た,つまね4年 竹り5年の

す
尋教育キャ

え争れ|■
～

師範学校
i「今

っ

てこられる。

:す
学校や高等女学校ないし,師範学校の理

科は どうならていたつヽと|｀いますと,多小今

とは変 りはあわ交すけれども,ぃつゆる理科

は,物乳 化学と博物というっけで十。「 1専

物りという教科の名前をご存A‐8の万は, この

中に何名ほどかられるか存じ書せんが,こ の

博物の中に,植物と動物と,それ,から生理衛

生2:然物と,こ う分かれて卜りまして,称ょ

リイメ。み博物の教師でありました。師範学校

の 1部 ,著君は,植物を 1年で ,時間ずつ
,

2年で動物.3年にな りますと生埋衛生,ゃ
ろばり2時間ずつですねふそれから鉱物であ

り1すおそ■から後には,飾1範学校の1年 :`

なります,と 博物通論 といったものをや ムてか

?た 年ともあります。文部省の検定試験を受

けますのは,植物 C免許黙,動物娩 許状 ,

あるし1は 生理衛生の免許状を1と るためであり

ました.要するた私は,1朗i範学校で植物を1

1を o年の諸君:馨 91そ れから4年 には鉱物 5
'年

に1■ 博物通論,そ ういう授業を担当してぉ

|た と,こ ういうことがその時代の状態であ

わます。               、

1 昭和 16年になりますとi 1941こ と思

ぃますが,ltれは戦争 の始まろうというとこ

ろでありますが,小学校の名前が変 りまして

国民学校 となりました」また戦争がすみます

と, ヽとの小学校へと名前が もどぅたこ:と は,

ご承知9方がパ申お りましょう。その後戦争

で負けたわとのことであ りますが
`日

本の教

育 (′Jヾ校あるし1は,喜等専F5学校:大学も

そうでありますが)こ の戦争を境にしまして
,

ここで非常な改革が行なわれて,昔 いい1ま し

た中学校
`日

制の中学校あるLlは高等女学校)

そういうものがみな消えて,新請Jの 3年σ申

学校, 3年 の高等学校ということになりざし

アこ。         ‐

要するに,日本の学制というものは,戦争

を境にしまして″ブト常に大きな改革が行機つ

れたのでありますが,と ころが選科教育に関

し曹してlrtですね,「実f二 この昭和 16年のと

ころに非常11本書な改革があるのであります。

そして,実際には戦争で学割li・■変ったけれど

も,理科の内容 とぃ らもゃは ,こ こではあま

り大した変 りはなし``のです。理科はここで う

んと変ったろうと思っている方がある賛らィ
=そオ可よ誤解であ●まして:私は日本の小学校 |

9理 科教育の野層牛11'な,変化はこあ昭和 ‐

16年 を境にしてぃる:と 考えてお り警す1‐

制度の上からいいますと,昭和 15年まで

は,小学校の理科は 1亀.2年ら 3こではやヽ
、ぃみ||
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・ |‐らなか,なの|です●|ヽ学校■■年から初あそ
・

・理科ヵ資゙後らたまらヽ撃稜
「
1星あi^轟科ら

'必

す
1っ たのが昭和 l′ 6年で, これは非常に本きい

変化でありますoそれo)ら ,それまでの小学
: 

校の理科教育のゃり方が,こ れから後σ■り

方と唆るで違らoそれこそ l昼 0度の転換を

した:そ れで私はこ,い うんですね。もし日

本の小学校の理科黎育史としヽうものを講ずる

| ならば: これまでを理科教育の第 1期,こ の

後を第2期 と,あ るいは,前期と後期とぃっ

てもよいかもしれなせん。

それは制度上の問題
:で すが,精神も変った。

それすでは響科という.も のは自然科学を教え

る。自然科学は非常にむずかしいものを教え

るのだから:そ ういうむずかしい学問は小学

校 l奪 なんかに分かりゃせんと。だから,こ

ういう学問体系をですね。このままでは分が

らをから,こ れを小さく圧縮し,多少子供む

きに作りかぇて4年からゃったんです:結局,

みな論理的に,児童1心理なス′てのは無視した

●といって
,ま
多少語鼻があるかもしれすをんが,

鷺 抜 きにしてや らた。小学校 4な からや っ

てかった理科は,植物学を焼 き直 して,鉱物

:学を少し子供向きに焼き直してやってぃたス′

です。ところが,そ うぃうむずかしいやつを

"多少焼き直してやったスノでは,仲 々子供には

'分からんのです。っぃてこなしヽんですιそれ

から,実験・観察などはなかそかやれなかっ

たんです。あんま りゃらス″もんですから一層

分からス′。そういう理科では本当の実力どい

うものがっななぃ。そこでこれも186度あ

「 転肇 をしまして 児童J心理に即した理科教育

というもの:今の小学校の先生万はとくにい

ゎれる「 自然から学ぶ 」・「 自然に親しむ」

: とがぃうょ̀う な言葉ができため
`ま

これからで

■十き|   :1  .  :   ::::| ■

′」難 の「自然の観察」を主llし ■理科毅 |
育のゃり方になったのは,昭和16なの国民
学校時代からでありすす。その改革をやった

張衣

^は

円現次郎です.こ の為よ大体は植物

学者ですことの岡さんが,た しか昭和 15年
頃か ら文部省に入って,そ ぅいう案を立てた。

国民学校時代に11ヽ報 1年の児童角の教科 1 1

書はなかったんですが:教師用書だけありま

した。甲科,教師用書をとくに「 自然の観察 J

といってお りますが:それを書11た のが岡現

次郎です。私に,岡さんが日本の理科教育史

=将
名を残す本であふような気がします。こ

の人は文章の非常にへまかったです3「 自然  |
の観察 Jと ぃ,教師用書が出ますと読みまし

た。読みながらですれ 「うスノ」メ「そうJ,

「そうえ 我が意を得たわJと ,そ ういう強

い印毅を受けながら読んだ記憶をもぅており

ます。すの時代9教科書II,終戦後に焼けと

いわれたもんだから,正直に焼いてlノ まつた

んですなιしかし,これだけはとらてありま

して,私の手もとにあります。

私は,た しか昭和 7年か 8年であったと思

いますが,長崎市にたのまれ養して,今でぃ

いますと指導主事みたいなもの■  1週間に

1軍 lfinど 女子師範の授業を空けてか|ヽ て,長
綺市のイド翔丸 当時は12.2の小学校で

'あ
りま

したが, 1校ずつ見てまつりました。そのi辱

に, 授業を見たり, 電間を受けたいする時に

串てくる感想とか,意 見という、のは,「 と

,こ=か く子供が理科はつからス′」という6「 理

科はすかんJと いう。それをr体どうするか

と,つ贅り,理科ずきの子供をいかにしてこ

しらえるかとけうのが,その頃の小学校の先

´
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生方めなやみの大いなるものであらた。そう

いうことで,な んとか理科に興駄をもたせた

い。同時にですね_やがて小学校4-l任 をさ

れる師1亀学校の生徒諸君にですね,やは り実

物についてα充分の知識を与えてがくことは,

我 夕師範学校の教員としては重大な責任であ

るとぃうことを,私 も大いに自党をしたので

あ ります。          |

この頃の 4年生の理科の教科書というのは

4, 50頁 の非常に薄ちぺ らな,表紙は茶色

でありました。その内容は,第 1課「 さくら」

第 2課「 あぶらな」,それ力λら「 につとり」

なんかあ りましたな。それから鉱物の方では,

「石英 J,「 水晶」,「 黄銅鉱 と黄鉄鉱 J,

「方解石 Jと いぅだ題です。ですから,そ の

頃の小学校 C発 生14.さ くら0あぶらな ●石

英・水晶,そ ういらものを一i邑 り知ってかれ

ば,崚 あつと貧ったんですな。今は あらゆる

ものが教材です0キら,それは教材じゃないと,

はねのけるわけにはいきませんから,今頃の

先生は非常て困 られるだろうと思います。昔

ヽ ちゃんと, こう1教財がきまっておったん

ですか ら,これだけ知 ってかれば二慇ま間に

あう。そういうことを一寸な話をしておきま

せ
～
と,警9話が理解して頂けないと思いま

t。

私は,鉱物学を女子mitこの女性の諸君に教

えたわけでありますが,その時にこういう感

じをもってかったんです。飲物はですね。(こ

れは広い意味の鉱物で,岩石 も含めてであり

ますが),鉱物の利鷺と文明開化とこ潤 係で

ならえてゆくと,文化め低い者は,石器ばか

り使っておったが,やがてするうちに金を使

:いはじめたё:そ れからやがて銅。その:辺は1観

違い輩るかもしれませんが,製錬|の術などを

だんだん発明発見したんでしょうoそれから
・鉄,だんだんすると石炭も使え銭

‐石油 も使

ら。要する
iに
J文化が進むにっれて鉱物の利

用というものが,非常に盛んにならてきた。

まら,こ う′いうことです。

もう少しいうならばですね。「
‐
家はみな昔

は木や44で 1/F~っ てかったと。つらボきであっ

たと。ところが ごらんなさい。みなこういう

拡物を使 った建築に変ってきたじゃないか 」

とo

「船はどうかというと:昔は木の船であった

と。太め船がだんだん鉄の船になったじゃな

: レ双卜」とo     l   :

「燃料はどうであったかというと, みな植物

を使うてかった。だんだんするとどうでしょ

う。石炭,石油ということであります。」

「 肥料
`ま

どうかというと,人糞泉であちたと,

ところが リン酸 とが硫酸とか飲物性のものに

なったじゃないか」と。

「昔は一寸水をくむといえば,木でこしらえ

た桶を使ってかったと。この頃はどうじゃな

と。バケツにならたじゃないか」と。

「 ものを一寸 しばるのに:植物でこしらえた

.なつを使 らてかった。ところがどうかいな,

金卜金:こ ならたじゃないか 」と。

「 建築にも,鉱物性のガラスがだんだん増え

てきたじゃないか」と。   '

「 それから電気の利用と支明というものは非

常に関係が ちる。1所が発電所か ら向こうへ電

気を送るのは一体なんであるか。それは銅 じ 1

■ないか」と。つまり銅の利用がなければ
,

電気の利用というものは考えられない。

要するに文明開化とと`もに,鉱物め利用が

0-一 l



だんたん盛ん
'こ

なちてたる。転場あ利用の程

学者や専門家がかけずりまつって探すという

金山 f大分県 )卜 これは明治 32年に中学生

が見つけたんじゃと。中学生が学校へ行って

かる時にちょらと石ころをひろった。その石

ころが変だったのが,鯛牛金出の発見の糸自

である。それから左渡の金出ですね。これは

誰が発見したかというと,女中ヤんだという

んですな。女中さんが畑ヘネギを]1抜 きに行

うたところが,ネ ギの根っ子のところにキラ

キ ラするものがくっついている。これは一寸

静かしいぞ, という
:こ

とが糸口になって性渡

め金山が発 見された。それから,その当時台

湾は日本の領土でありましたが,台湾の基隆

fキ ールン)で 砂金がでるのを,cれは明治

の中頃に鉄橋の橋脚の工事をしてかった工夫

が 見つけた。それから,足尾銅出は慶長 15

年に,これは百姓だ

`う

ですな,見つけたの

は。

二
池:嘉げあ炭田Fil表明年患 :こ: とえ4

あり,昔は燃磨ゝ いってぉっ
=そ

ぅです0そ

これはたしわ灌 水夫がもぐって,ア フ ビかな

:こ かのつ もりでひろってきたのが石炭だった,

とい う話 ですね。それから南アフリカのキノ

バリーで沢出の金剛石がでる。 これはオラン

ダの商人がぶ らついてか ったところが,子供

が ピガビカする ものを持 ってお った。それを

なに かと交換して持ちかえった ところが,あ

にはからんや.グ イアモン ドで あった。 とい

うことを聞いた記憶があ ります 。多少伝説が

かってか わましょらね。とに角,そ ういうこ

とですね。

要するに,結論 をいい■す と,鉱物趣味の

ある人,で きれば鉱物の鑑識目長のある人が気

をつけておくということが。鉱物 を開発する。

あるいは鉱出や炭鉱を発見する糸E3に なると

いうことですね。それで国民に鉱物趣味を普

度は,文化の程度を計ることができる。とこ  た百姓が見つけたということです。唐駐織

ろ■ 日本には鉱物資源というものがどうか  田は,享保仁Fn3に やっばり百姓が見つけた。

といらと,銅は多少あった。石炭も少しあっ  筑前風土記をみると,三池のあたりには
'′

ゼ`

た。ところが鉄になると, さっば りありゃせ  の木があって,冬になると寒風が吹く中を百 、

ん。要するに日本には有用鉱物というものは  姓さんたちが本をまいたあと,本に登ってハ

非常 :こ 貧相である。だからもう少し有義鉱物  ゼをらぎる。寒いス′です。それでハゼの枝を

というものは,本当:ζ 日本にはないのかな,  折って焚火をする。するとその横っちょにこ

もう少し探索してみたらどうかいな, という  ろがっていた黒い石が燃えだした。なんだ。

わけですoて ,す ると一体:有丹拡物を発見,  これは石だ,石が燃えだしたということが,

開発をするというのは誰の仕事かと。それは, 三池炭田発見の端緒だということが書かれて

ことも,そ れは必要であろう志しかしなが 牡  れから喜島炭田ですな。これは五平太が見つ

それは矢張 り国民全体が気をつけてかく必要  けたといらのは,皆様も静そらく聞いてから

が ある。 れるでありましょう。それであそこでは,石
炭のことを「 五平太 」というんですね。この

試みにですれ その当時に盛んにゃってお  五平太という人物がどんな人物であったo)は ,

る鉱 出や炭鉱というものは,誰が見つけたん  色々説がある:よ うであります。それから崎戸

かいなと:一寸調べてみるとですね,鯛生の  の炭鉱は,今は大変わらぶれすしたけれども,

´
）

ヽ
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及し|::鑑識腰を養いない:それには411蔵
1轟七|||111J:||:勁‐́を策舞葬式爵ご密:と 10「 |‐‐申 ‐1緯輩義1拡

鉱物壮育という
.も

がを大いに重要視す 検定試験をとをとったメノですニメノですな。鉱物に合格

小学校、行きますと, 水晶‐とか方解石と́か

い,う ものが教材にでてかる1けれども,,そんな

実験・観察したりするょうなものを沢出もっ

ておるJ洋校はまずない。金く標本が 1つ も

ない所もあるし: あらても水晶が学校に 1つ

ゎる。方解石が11つある。1つ の標本を教卓

の上:|な いて,先生
'|「

諸君,こ みを見たす
.

え。これが世:こ もまれなる水晶というもので

あるぞJと ,1こ ういうことで,Iそ うすると子

供達は,「 ほう| あれが水晶かいな」と:こ

ういうつけです。「廻したねすると,落 して

こつすか ら,君達の方にはまつ しゃせん.よ

へ見とけょJというわけ■ あとはしまいこ

れでしずつ。これは少し極端ですけれども:

私′|そ ういう授警を見てまっって,それを称

tィ て「遥拝本軍判 だと,遠 方から子供が
`

・は一と遥拝するんですな.。 そうぃう授業では,

画自いflずがない。それで要するIζ 水晶や方

解石をこのしたり,晦酸―をかけてみる。そう

すれば面白いにちがいない。それが栗田先生

の意見であります。で,私 も大́ に共鳴した。

粟田先生は,これ!よ 在職中に,あ らこちが

2-―     |

る必要  物の 1

‐             .‐                                1     1. ::   :   
‐
 11:|

|:が あ:る 。もう‐つは,広ぃ意味の理料の研究  するというへは:同 じ博1をのう、ちで|‐もえらい

|  の仕方とゃ、研究する態度とかいうものを養  人ですね。その栗圏先生:tそ ういうことで免

■うす必要が:あ 1る 。今そういうことを盛んにいう  許状をとって,福岡の縮F範学校の先奎辻なり,

つけで|わ りますが,そ の当時,,私もそういう  私はその教えを受けた。どう1ィ て でヽす亀

ことをi考えてかった1子供が理科を勉強する: 実験を小学校にやらせにゃいかん。それには

勉強の態度を養かうとするに′ま:鉱物の実験  どうするかというと,実験をするといらたら

は非常にいいというもので:す l fjヽ学校の子供  て:モ ノがなけりゃしょうがなぃじゃないか。
|.  111■ 111 : | |

● ,植物鮮行かん,動物は好かんとか,化学  ぞれでモノをとにかく小学校へやるんだ。小

1 は分からんと礼 鉱r4/4は 一層かたいこと許てり  学校へ寅●せるんだ。それが先失問題である

■ やつてもわけつからんと,面白くないと。 というのが,栗 田先生の意見ですね。

:そ ら、ぃぅめは,ゃ り方が悪いならだ。だから

方解石みたいなものをもってきて, ゴジ:シ ヨ

ツ:ィ と叩かしてみる:バ ンパシと害」れる6あ

:わ :い うものを見ると子供は驚威を感ずるんで

すな|。 なんれ'こ の石ぼでるで庖丁で切った

キ:'11筆
」
||る

じやないかし'ち i?L塩酸→ゝけ

1て みふ。シ:■ ■と泡を違十b疱を由十右,こ

れは非常|こ :i輿味を薫ずるに違いない:そ のイ亀
硫化ツF‐多1拳黄鉄拡とか黄銅鉱という・ものを

ボイ:聾ン叩いて,閉管の中であぶってみる。

非常に簡単な実験■ そぅすると碗黄がでて

、くれ
'あ

あいう実験はぉやらすれば子供達は

,両申がるじゃないo)。 つ最り,理科教育の効

:果 をあげるのに11実験 ,観察とか払うよぅな
′

:方法 を会得させ るハ:と ,:理科教 育的に鉱物 の

授業,指導とぃ,ものriブ 1常に役に立つ, と
いうのがら私が青年時代にもってからた考え

方でもちたのです。       | |

:実 はこうした考ぇは私?會 I案 ではなくt'
札も教えを受けたことのある栗由鼎通さんと
いう人が,■ 言い奮したよぅな考え,そうム

う意見をも
iぅ て

:ふ
られたのでな。このAfま罪‐

常に4らい人で:女部省め植物の検走試験を

―
‐
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けゆぐりす0.て ね:標‐木を集|め て,福向の小

学校に段 静々けてゃ|た 6、 ところが「 そ■に

は経費力泌 りますが,数員ですから物を売っ

たりして,■ 具合が悪 い。当寺′二瀑立の師範学

校でありますか ら,県庁:こ 理解をさせて,そ

ういう仕事をさみた。それから,定年でやあ

られます と:福岡
``鉱

物研究所とい うものを

こしらえて,多 少商売的に鉱物の標本を全国

に非常に安く配布されました。今まで小学校

に鉱物の標本が普及しないわけは, 1つは水

品とや`方解石と0綺 高ゞい。高いから小学校で

はなかなか買えん。それで先生ぼ,そんな高

いことではいかん。これを安く事 実費でつけ

たい。そういうことをや りだされましたか ら

ね。標本屋が文句をいいだしたんです。その

当時の標本屋で,一番有名なのは京都の島亀

今の島津は生物や鉱物の標本はあんま りゃら

んようですけれ ども,そ の当時は動物や植物

の標本,それから鉱物の標本を, もっとも盛

んにつ くって売ってか りましたのは,こ の京

都の島津,それから東京にあわすす岩本とい

う標本嘔。そ ういうのは,それは独占企業の

ようなものですから,ボ 壼もらけして斧った

つけですo先生がそういう事業を始められた

ために,鉱物標本の市価がぐんと下らた。そ

れで普及していった。島津も岩本 も。標本の

値段を下げざるをえなからた。なにかブト常
'こ

脅撻され
=ぃ

う話を聞いたことがあわますけ

ど.。それにJilせずにゃヶれた。そ ういう意味

からいいすして,私は,栗 団先生は日本の鉱

物教育史上に名 を残すべき功労者であると,

私はそう思 ?て お ります。|

.標 本のことについ■ 私は。ぃろいろ感 じ

ましたがぅ私が先程申しま したように,唆浦

中学 (今の西高)で少 し集めて■ ムたのが .

原爆ですらか:拗焼けて灰になムてしまい最し|

。た9長崎申学が古い歴史をもらた伝統ある学‐

校で: これ!1対 し新しい境浦中学という:県

立のいわば第2中 学が発足したわけでありま

す。それで県は設備にはかなわ金を出すとぃ

うことです。大正 12年に新設されました。

余計な話をしますと,東高等学校長の俵君と

か,こ ないだ即体の事務局長になり褒した南

喜等学校の金谷林作君とれ 盤世保北高等学

校長の田淵君とか, この頃の私の教え子であ

りますι可愛い顔をしてかられました:皆秀

才でありでした。この曖浦中学校ができます

と
`今

申しましたように新設であり:果はか

なり金を出しましたから,いつ標衣をですね
`

今の島津とか岩本にたのんで買い 入れ雄した6

標本が送らてきます。開けてみますと:今

も思い出すのでありま,すが,・ 「磁鉄飲め結晶J

という日録でありますが,こ れlよ 面白かろう

といへことで開けて tア tヽし た。見ますと:産

地は「 長崎県西彼杵郡大串」と書いてあるb

私は参 りました。大串のやつを,京都からま

わつて:こ らいう高い値段で賀 らたんですか

らね。これはいかんと,ま ず思いました。

その前の話にな りますが,広島の高等師範 ′

学校で,日 本産の世界的鉱物を集めたことが

ある。なんといい査しても,市のメIIの アンチ

モニニの大きな巨晶みたいなものもあらたわ

けですねふそれから奈留島のス子水晶:な ん

じゃ, これが長崎のあの五島の端からでる双

子水晶ここれが世界的標本,これ″にはまた参

ったつけですな。それから昭和 5年に,その

当時?女子の専攻科の生鍵 をつれて満州旅行

をしたことが あります。修学旅行であります :

張作林がまだ満州にかる頃で,多少ぶっそう

Ll・
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でありす0なが,釜山11こ嚢り.ま|して
=墨

L菫 か

ら朝鮮を北、はしり|ま し■1.鴨緑江を渡りま

す。それなら奉末・ 旅順に行きましたo薦 1質

ll行 きますと.満蒙資源館というのがあ h嚢

す。これは,満州・ 蒙古の資源を集めた。ま

あ博物館ですな。その中にですね。大串6・D滑

石がぁ りまし
=,そ

れは,修戦 行 であ りま

すから大急ぎですoっ、たのでありますが,そ

19申に本幸¢滑石?多後,t昇つけ■?けで

t.

←
「 ,こ師範学校で使っておりました鉱物の

黎科書があります。f師範鉱物界新教科書」l。

●こ■は京都帝国輝 教授中村新太郎という人

11う著し
=も

の。なわず寸申しますと,今の栗

田先生は色んなことをやってか られすして,

結́晶ギ分かられとよくい,れるので,結晶め

模型を考案した。これも中村先生の教科書の

中に栞田鼎造新案特許のこういうものが入っ

てかりすすんですが,こ れをこう組み立てて

りきますと八面答|ゞ できるんです。それから,

「 れ年斜方錐,そ ういらような紙の模型の新

琴肇董をとられました。それを中村さんが自

分の教科 書の中に ,‐「 ひ とつ栗田君, あれを

ひとも機の本に使わしそく五」
｀
と仏ぅことで

や られた教科 書であ ります。
メ|■ 1l iし 、 1 '  :i:   ,    i l、         ,

.11鷲 Fゞ:管理す校で使っ
=|ァ

た拳科書筆ら安
藤さんという人が書かれた教科書であり■す:

・ 1お基轟基たあ裏轟讐基見そふ
:き

まキと五
「`毛崚‐あ入藤お墓藻二あ通層bil斜めに海あ中
1‐ に入二そ

「いるあぶ:載 っ:を二るん|す濃。そ
I五

●教科書の中に
:長
語泉の地層が出そぶる

'

11こ .=ち 供■おみで手。1    1

1:を五ヵltttl二らな■すへ4の彙由基ん
Tl

それからこれは小学校の教科書にはでてこ

んのですが蛋自右です。彼杵から褐鉄鉱がで

てからたんですが,その場鉄鉱と一緒 :こ 沈殴

したやっです。これが,ひ ところ栗田さんの

わけてかられた標本の中にあったんです。そ

の外,な にか 2。  3あ りまして,それで要す

スになんですな,要するに,長崎県内IC子供

メこ見せるような,あ るいは実験に使えるよう

なものがあちこちに立派なものがある:そ う

いう身近な所にあるが転 長崎県内のものを

よく調査・研究することが必要であスcそう

ぃうことを痛層したのでありますoそれで.

私もあらこち出かけましてね:探してまわっ

たつけです。その探し唆ゎって,その時みつ

よったものの残 りが,今私の手詐こもありま

」け。                             
‐

~自
雲母,´これはゃっばり盤賀県からさが し

てきた。あそこにはベグマタィトが沢出でふ

んですな。さがしに行らたんですが,出の中

:こ

:債

んであり最した。多分掘二てで十五
・ 積

みふ:デ てぃ広んで|‐な。をと熟私は昔違豪か

:讐
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許 ゝ
ヽがすキを食二てきを:こ

:ぃうならめこえ,で

送●たんであります二'こ ういうェ合 :こ して持

ってくればですれ

「

なん′

=寒
験に使っ

=と
て,

なくなわゃせんですからri小んだんに使えス。

そ年から,門司ですな。F電 司の,そ の当時市

'外 であった所に行 きます と,方解石 の出をこ

つ しているんです。方解石ばか りなんです。

大きいのがいくらでもある。これも私は,や

っぱね俵につめこんだり1‐ 夕
:ュ ツタ

:こつめこ:`

んで,そ のまま汽車で送 ったりしましたがね
,

リュッタがうちこち破れてぉりましたけれど

も,そういうェ合に してものを集めて実験を

した といへことです。

なれ 生徒諸君に,夏休みに採集させる。

採集させるためには,採集案内図みたいなも

のをこしらえてやることが必要である。とい

うことか ら,生徒のために目録をつくった。

最初::1を 森7: |な績です|れど:も:‐義キ|.:
12年に第2版がですした。これ′ま:'その頃ぅ
郷土 Q ttI辻 教 育というものが非常に盛んで 1

ありすした。それで,I:11郷辻史誌 :こ多少の経費

があ りまして:そ ういう所で印椰1し て濠った

ものであります。すら,私がし■仕事●残骸,

記念といえば記念というよ:う 1な .ものが残らそ

かる0けであります。

相当熱を入れて,鉱物の旋育まこ熱中したと

ぃうことでありまし■ これでわ話を終つ い

ますが, あるいは自慢話のように聞こぇたか

も知れません。もしそ ういう事がありました

ら義許しを願いたいムとにかく,私はで生懸

命でものを集めて,実験 ,観察をやスという

ことで,いささか骨を折って■ったo戦争前

の昭和 lo年前後のさいれ話でござい贅す。
:       =ぉ わ b―

昭 和 41年 度 収 支決 算 書

自

至

昭和 41年  1月  1日
昭和 41年 12月 31自

の収
´

支   出‐  の

大 会 開 催 費

紙  代

計

8,492

491150

5,550

4,0(10

3,300

143

70β 135

印零J費

事  務

勝務:・サ:ラ写営
通

:信  費

合

一
差

※ 昭和 42年度へ繰 り越す。
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