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紹介することにする。

2 確定版「 ESCPJ(1967年 度崎

の概要について

´
「 我々のすんでいる地球を如何に科学する

栄=1岩、ィ(1吉 :郎 (翠漱 育キイタニ )

かJと いう基本概念が,貫 して流れており,‐

このEISic P地学が成功する|か しないかは

「先年にある」という立場に立っている。従

ってし,単君 1は ,i:学 習するのに必要をバ,ク・

グランド,単元2は:水
`岩

石サイタルを別

夕に考察し,1単元:jに て:永``碧若チィクル

を相互に関連させ:単元4 ilkでは,単元3で

考察した地球の出来あがり方を基にし,宇宙

全体をつかんでい〈どいつ形そ示されている。

然も.各章に書かれている事柄は,他の章に

含まれている事柄と常に関連し,各章lrc示さ

れているのは:そ うした事柄の一部であると

いう考え方である。以上のことを単殆Iの前

半を例にとり,具体的に示せば次のとかりで

あ̀るお::■ .´ 11

Ch,7,|●ergy alll弁
itr,Ⅳや.tiOB

は地球に与えられるEnergyを取り扱って

Chif 8,γ Ch.10の基としi Ch,8.l~Vater

in the Airか ら水の循環り姿をとおし

てEnergプ のStOryと は何が,その働き

は何かとい,こ :と を学習し:R6ctt cプcle二

脅熟 舞́つた.め に陥 Lё r cy℃ le｀ をそあ

基盤尊メしているo・ しかもら′生徒達が自分自身

で発見し:翠解できることをC´h∫ :キ議り上
げ Cれ ,9」 専漢 crs Of the.Landで
は現実の姿を眺め'る だけ準とギリ,1経八夕l・し

てぃな体:む五′
:Jttth′ 9そ享習した電お1

が,Ch,lQ Water in the Seaに て

海上でどのようになっているがを考察しそ,

それから逆に陸地をふたたびふ りかえり考え

る。 このことは.Ch,8ま でたちもどること

J二

「
:|■

●|=
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もあり,‐ 全体的に把握するbまた:最終的に

Energyが
“

に働いているかを良 く理解さ

せるために,地球のCycleに立ちもどって

いる。我 が々天気として知っているproceSS

が何であるかを理解させるために。 このよう

に色々なものを関連させて取 り扱い。この天

気の集積が気候であるという考え方で,Ch,

11.Energ路 贔晨》iSturら and Cli―

韓ateと 進んでいく。このChellでの前半

は,′ 想像上の大陸に,すでに学習した事項を

適応させ,生徒達を試めじつっ。このことよ

り得たものを現実の自然界に起らている現象

と対比させるようになっている。

さて,3・SCP(1● vestigating

the EARTH)の基本的なPril● so―

phyは,生徒とMaterialsが 反応しあい.

その過程で学習が進んでいき,然も教師はそ

れらの外にあって第 1図の如く反応を助ける

という姿である。

第 1図

3 セミナT内容

毎日,五つの章についてのTёXt DiS“

cussl● ■と, 4つのInveS ti ga tittg

といくつかのActi■ ityにっいてのLabo―

rat9ry Morkを行なった嘉ヽ「そあHliうか′

のものについての要点とねらぃはつぎのとお

りである。

O inVestigati1lg Chanヽ ge in
rocks.      ´

研究 1‐
ニ

ー
2で,1君巌単純な物費あ起と́るこ|■

とができる多 くの異ならた変fヒ に気づいた。
.:11

こんどは君自身が変化を起 こす原因となってl.|

岩石の破片をすりヽ らす研究をする。 |  |

ぐ rOCedure>岩石力すりへる害1り 合いに ■

影響する多くの要素のリスト_を作れご
:或

る岩 ■

石破庁,容纂,水を用いてそれらの要素を調´ :

べよ。                  |: ・

(1)… どのようにして単位時間における或る変 ―

化を調べるかざ破片がすりへらされるとき
―‐

の害Jり 合いに影響する可変性を二つ決定せ
―
 |‐

よ。 
し                li

(2)・
・:どんな interfacesが この研究活動| ・

にて観察された変化の申に含まれているが31

(3)…漢谷の形成の害1り 合いにおいてぉどんな
―
 |:

可変性が重要であると考えるか。:

参考のたあに教科書め原文の要約を示して |

みたた みたところ何を要求し,どんな結果
::

を出してよいが見当かつかない。従って:教 ■

師の役割 りがここで大きく津び上がってくるし・ 1

員Fち: この研究の主題は「 ポリピンに小さく

砕いた石灰岩を入れ,水を加えて振り,‐定

時間ごとに小さな金網を通して細か く砕け:た●

:も あを水と共に流し,:その減量を響 り̀ グラ・

フ化する。しかも,秤量ごとに石灰岩の外形

を調べたり,色 の々変化を見ながら考察するJ

ということであるから,それにそった形で生

徒達が効果的に反応:し 色 な々研究結果を引:

き出してくるように働きかけることが大切と

なる。しかも。この研究を45分間で完了さ

せるために,グループという意味を十分に考

え:仮に 8グ 71/― プに生徒をわける場合には
`:■

ポリピンを振って衝激を加える時間を,.2分:、
:

4分, 6分
` 8角

、 10分、 12分, 14残卜|

16分とそれぞれのグループに分担させ,こ |

・ヽ一一̈
．・一一一一．一「
・一い一．
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|あ 1分あ違■あ腹に粋量させれば,実験時間

■は2o分かからずにすむ6実験に用いる

MATERIALSは,大きなポリピン.砕いた

I石灰岩片100′ ,天粋, ビンのFに とりつけ

る金縫 紙タオル.グラ7用紙などでぁる。

i事前の話し合いにて,「 ビンを振動させるこ

●とが原因となった岩石破片の相互作用が自然

|■
11界

での現象の物理的■デルであることに気づ

かせ。なぜ与えられた石灰岩片がびしょびし

■にぬれているから振動のリズムはいかにあ

,|‐■11る べきか, どのようにして絆量するのか,等

|111111?いてはつきりさせてむく。Jこ |が必要

=■
| |とな:二 t〈 る。すた轟走値の誤差たついては,

:||■すと|の 111:に†貧■暮レ1琴後,話
し今℃

=1111:lil菫

言!るIttII霊[:

1■●1‐ 振動時間と,どの程度の関連があるか」とか.

||| ■「金激を扇えた時間が指すにつれ,'は じ:めの

|||を,1事
き1寧撃レFザ :さ flll岩 |キ

の
||1事さ191がどう客わるなoJ・ 「同じ大き

●:君子量曇輩窮
'IF鷲

量

変化であり,どれが従属変化なのか」等の質

問を行ないつつ.'「rn颯MIc EAFHJ
の実感を生徒達に持たせるの・jiね らいであるこ  ||■■|■

⑬ :"vestigatヽ ing denSity

currents。              11

君は粗らい岩石片が海海の入口で見つけだ

されたことを学習した。どのようにしてそこ

にあるのだろうか。大地上の水の流れの如 く

流れたのだろうか。これまでに数多く太洋に

おける密度流を実際に見てきている。もし:

それらが粗い堆積物を海まではこびだす能力

があるならは 君は実験室のモデルを用いる :

ことにより学習することができる。

<Procedure〕済,2図にて示す装置をセッ     |||
卜し,国体と水道の水をかかざっぱにまぜ`    | |ヽ■

傾いている水の入うた筒の申に静かに注いだ    | ■

とき,何が起るか予想を立てなさいも君の予

想をたしがあよる筒の中に同 じ物を4～ 5回    ■■|

ゆらくりそそぎ静止させよ。   1       11■

(1)こ の研究活動の結果は君の予想と違ちて    '■ |
・
いたかももしそ うなら:どの点か。 

‐ 1       1

{2)筒 年
か りてぃく

摯
質の運動と速さを描

〒    ‐:|:||
,          せよ。           .■ ■

泥を水でねったものを静かに流す (3)君が行ならた

のと同じような

密度流が自然界

においてどんな

::原因で生 じてい

:る と想像される

から二‐■ ‐

(4)どのようにし

|て密度流が太洋
｀
の中の遠く:ま で

'粗
い沈澱物をは

こんでいるのだ

(第 2図 )
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薦T3節にて,海溝な本平群の本洋盆地

の予担なものと大陸を聟‐り離しヽていること
｀
を学んだ。粗い大駐性の堆積物は大西洋の

1盆地のいたるとこうに見いだされる。

(5)太平洋の奪地に鮮どうしてそれらが見い

だせないのか。 ::    :

こうした密度流につぃての実験は,Ch`10
・

でもくりかえじ着色した密度の異なる海水に

て行なうことになってい1る o即ち,密度流的

な考え方を堆積現象にも取り入れ,Stream「

table実験と関連させることにようて生徒

達の考昼の発展をれ,ら っている点
`大

いに参

・考にしてよいと思う。然も,「投入物は先に

1行
くに従って段々うすくなるJ,「 2回 目に

投入したとき,前回のときに沈澱していた小
=さ い粒が, うずを巻きながらより低い場所ま

で移動する」・ :「
こ?琴験♯海岸に近い|こ

ろょりももっと遠い所で起っているモデルで

あることJ,「着色した水を投入したとき3

わりとはらきり密度流の様子が観察できるJ:

「 唯水の運搬作用と単純にしてしまわないで,

より自然現象に近い姿でとらえさせることが

できるJ等の点についてESc理の態度がう

かがえて難 深い。         ‐ `・

0“)lnVe,tigatin意 簾 c:inla t e s

of an irnaginary continent.

研究活動「気象観測」で君が住んでいる地

域の気候のいくらかはすでに学習した。もち

ろん1地球上の他の場所では君の地域と異な

: らた気候だ。前章

“

て,Energyの動きの

申で,水‐?饉琴ずある湿 ,気,PIo,e SS'

を学習した。さて,_も し地球上の想像大陸の

気候の概略について,君が経験したことを応

(第 3図 〉||

用できるならやってみよ。       1
ぐ ±6cedtr,>舞年から与えられた彗像上

|

iの
大隆の略甲 .(第 3図 )上に,君が信する気11

・候制 の導いャ表示すよ。量 í誅定:こ舞|`|
基盤とした事柄を説明せよ。i

●)Retrurn to the irnagi

continent.   ・   I

君?学校|ぃ う■つの地点で気象観測を行|

なった。もし君が観測した温度や降水量が,も
―■

よりの副侯所のと同じであれば,それな解が :

るかoも し違っていれば, どのようにして|そ t

の違いを説明するか。君の州の天気や気候の「

すべての変化を調べるために,どれだけの測::|

侯所を君は必要としたか3_米国全部の変fヒの |

i場合はどうか。    1      .:
気象学者達は君力i作った観測結果と同様な

データーをすべての測侯所から集めているよ■

それらの測侯所は地球表面上にちらば,そ位I

置している。気候学者達は観測したものが役

に立つそれらの地点からの観測値から,それ■

らの地点の気候を推定する。彼等の推定には1‐ |

解か|`ぃる気候の色 な々PrOCessと :そ■

のProcessに対銘 温度や湿度の状態を基‐|

としている6このことは仮想大陸を君が再び|||

60'「 |・ |

30'11

0?

30°

一・一一一一一一・一・一一一・ ．一
・・一・一
一一
一一一一一一一一一一
一一一一

nery

IPh

丁 ヽ

碁 ,

仁暦

:K
ヽ  /
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(第 4図 )‐■用‐いて行なテことと全
:|

|‐
く同じもので|るざ ―∬

・ く,rOCedurO>気零20

1■ 午推球上の色々な場所
1。

|‐での温度の状態言Eni十 。

側 ℃

55 30

45 20

35 10

25- 0

15-10

5 …20

側

５５

４５

３ ５

２５

・５

‐ ５

』■:徳i基[機 t

確立 した6此度は::´ こ:´

の章で学習したことを

基に してご:前 と同じ手

J FMAMJJASOND

JFMAMJJAS OND

:順を繰り返 し,次のよ

:う な仮想大陸の新 しい

気候図を作れ。 |

① l気団の収厳・発散
―

の主な緯度地域を決

定せよ。■ri

℃

30

20
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1壷
55

45

35

25

15

5

0罐 ℃

55 30

45 20

35 10

25 0

15-■0

5-20

側

55

45

35

25

15

5

℃
∞
．２０
１。
。
欄
欄

0

二10

-20

それぞれの始 にか

iいて,乾爆地域と湿
‐
潤地域をさし示せ。

,91仮想大陸上あ気候 ∬
響域の間の警界繰を

 23

‐‐
書け。湿気の異なる

 1。

■地域?大路を書き始 0
ゃよ。暑い。暖かい」1。
冷たい。多湿,乾燥 _20

りのように温度ゃ湿度 :

の状態の両方をすべ

|.て の地域に表示せよ。 ③ 水めCyOleの 中で働いているPrO二

CeSSの期間中での実在している温度や

湿度の状態を説明せよ

`
ψりinvestittating cHmates

σf thё worid.

着が亀濠自身た
`ち

二をあごあニト11,名島
~

できる仮想大陸の気候の研究を続けなさい。
‐

一一一一一一一一

側

55

45

351

25

15

5

③ 第 4図の気候のグラタのそれぞれを.君

の仮想大陸上の特定の地域にあてはあよ。

君自身の地域の気候グラフもあてはめよ。

④ 気候グラフと与えられたAγ Eま での写

真 .〔 省略 )と 君の地図上の気候地域をあて

.はめよ。

JFMAtt JASOND

JFMttMJJASOND

JFMAMJ JASOND J MMJ・JASOND
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ぐ =9ced==ё >前の研究活動にて1用 いたそ |

れぞれの気候グラフl■
‐地球上の場所に実在 じ

‐

ている。仮想大陸の気候を決定 したのと同じ

方法で,正 しい理由づけをやりながらそれら

の場所を決定 し,境界線を引き,世界の気候

地域をはらなりさせなさい3第 4図の六つを

通して―つの気候グラフと君自身の地点での

気候グラフが存在 した地球上の 2地点を比較

しなさい。山脈,海流,大陸の外形と大きさ,

空気の循環型などのような気候をcontrol

するもののそれぞれの場所においての働きを

説明せよ。

との一連の研究活動はChi・ 11,にあるもの

であるが:非常に印象的な取 り上げ方をして

いるι章の始めに。「 大平原に青々と整然と

植物が繁ぢている地帯の航空写真J,「延々

と続 く砂丘の航空写期 ,「海にヨットが浮

かんでいる望遠写則 が示され,どれが「 砂

漠地帯の写真」であるか問い,:その解答は示

さずに,いいかえれば,色 たな結論を子供た

ちが抱いたままで,直ちに研究活動的を行な

わせる。しかも.“)の結果については,生徒

達に自分勝手な自分が示 した気候地域の分類

理由をきくにとどめ,気候の学習に入ってい

く。学習内容も「 水の予算Jと いう形での毎‐

月の「 降水量Jと「 必要とする水分Jの関係

をもとにした高度の内容である。そ して。ま

とめの段階にきて,学習内容をもとに し,始

めの三種の写真がすべて「 砂漢地帯の写則

と考えても,それを否定する理由がどこにも

ないこと,研究活動的にて,Ch.7:よ り学

習した大気の大きな循環I気温状態などだけ

でな く,湿 り気の度合も考慮 しなければなら

ないことに気付かせ,研究活動的にてそのや

り方:を把握させるもそのL研 究活動的にそ●|

それを実際の地点まで拡大し 思考能力を増|■

大させるよう配慮されているからである。し・■

かも,この研究活動だけでなく,「恐竜め足||:

跡の考察Jや「生命があるかないかはどケじ

てきめるが (化右の学習 )」 など随所に二如 |

何に常識的な直感によって決定することが 1■
|‐

「非科学的」なもので「 研究する者が十分注 |

意しなければならないものである」か等につ
― |

いて強調されている点は大いに参考とすべき
|

点 と考え られる。            | |

鬱 |口 VeStigating the deposi‐‐‐

ti6n of sediments_     |‐

はげじく山を流れ落ちる小りIIの方が,小川‐ |

にそそぎ出している静かな湖よりも興味があ|

るだろう。その上,ゆるやかで濁らたミシン

ッピー河の方が,流れこませているメキシ平

湾よりdynamicに 見える。浸食のような

地球表面上で行なわれているprdc● ssに

親しんでいるが,暗 くさびしい大洋の底で,

君の視野からかくれて,年夕3 日々に行なわ ‐

れているprocご ssはまことに劇的である:6

ぐ rocedure>第 緊コに示す装置を組み立 ｀

.て
よ。ほとんど上部まで水を充しなさい6筒 ::

の中に大きさの異なった沈澱物の小量を落じ,

底にとどくまでに要 した時間を,それぞれの

粒 (小石,11窮 泥 )について記録せよ。すべ
|

て3回繰り返せ。この3回の平均時間を用い
,

沈降時間と粒の大きさとの間のグラフを作れ61

① グラフの傾きが著しく変化する場所が君

のグラフ上に存在するか6も しあるならば,

この現象を
メ
どう考えるか。     |

② 落下時間と粒の大きさの間の関係につい●
|

ての報告書を作れ。

次に筒の半分の高さになるまで水:を流
:じ
二
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(第 5図 )

小石‐職1泥‐を手あ

たり次第に提こ そ

のひとに
‐
ぎりを落下

させ何が起 こるか観

察せよ。これを数回

繰り返せL  l
O 筒の底から上の方

にどのように沈澱じ

ていぐか様子を述べ

よ。 ´:

④ 自然界のどこで,‐

この研究活動で沈澱
していったのと似た

状態の沈澱の仕方を

しているだろうか。

前半の実験の場合に

は,小石は始めtrc粒の

大きさをそろえてかけ

ば,各グル∵プとも大

体同じ値を取るが,砂
や泥の場合はグループ

‐t「 よって相当の差がでてくる。従って, この

1様に小さな粒度の異なるグループの落下時間

|を測定するとき,‐番集まって落ちていく中

心について測定することを考え出させ, しか

も,色 々なやり方で行ならたとしても必ず落

下速度は 小石>砂>泥 |と いう関係になる

|こ との確認と,有効数字について考える場を

:与えることをねらいとしている。

■ 後半の実験は,筒の中に生 じた堆積状態

1発展課題 として行なわせる筒を斜めに (約

二0度の傾斜 )して泥 耽 小石の混合物を流

しこんだとき生 じる堆積状態 を正 しく把握

させることがねらいであるが,実際の露頭 と

の関連にないて,`Ch.18に て再義 此度は

S Ctt Iこ の問題を考慮し,径 20“ ぐらいの

巨大な円筒にて実験を再現したf illmを 見

せ拿 streを理しtableを 用いた研究活動

などで推積現象の学習に役立てるょうになっ

ている。

以上ぃくつかの:nvest igat ittgと そ

の考え方をセミrナ ーを通して述べてみた。そ

れらからもうかがえると思うた 地学は「 探

求の科学」であり,PSSCの物理
'― Sの

化学,BSCSの生物のどれよりもEScPは

Do Scieね ceであると私は感じたoこの

Do Stienceと いうことが現在の理科教

育にもっとも主要なものであり,過去の理科

教育に欠けていたものではなかったろうか。

特に教育の
「

現代化」が叫ばれている今日.‐

このEScPセ ミナT開催を契機として,自

本地学教育学会の有志が中心となり。関係学

会有志の協力のもとに日本めЁSCPと もぃ.

える長期研究委員会が発足した́ことは喜ばし

いことであると思っています。 i  ′  ・

な去::ES C Pi確定版教科書は‐般には 8

・ドルで買えI EScPの実験のキット=そろ

えは288000円 (1教室用として30～35

人分 )で手に入るそうです。希望の方は業者

に入手をたのまれても良いですが,直接購入

の際には米国コロラド州,ポールダ市

80302 EARTH ScIENcE
cURRIcULUMi PROJECT
P10・ 30X1559め JO■五F ThOmp・

S● ■氏宛連絡なされば良いでしょう。また

ESCPの実験キットの約 10種程度近い内

に島津製作所から出す予定だとも開いていま

す。

|(昭和 42年 1・ 1月 20日 受理 )
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