
長崎県地学会誌 第 22号 (1975)

教材研究

I はじめに

平戸中学校理科部会では,地質関係の教材を取

り扱 うとき,教科書にの っている写真,図 ,又 0.

H.Pを 利用しているのは もちろんであるが,生徒

の興味を大 きくし,理解 を深めるため,も っと身

近にあって生徒がいつも接 している所に地学的教

材の適当な場所はないか深 してみることにした。

又指導要領に も身近にあ る露頭の観察 もで きれば

行な うように述べている。

適当な露頭 をさがしてみたが,一個所で多 くの

内容 を持 った場所は少な く, もし野外観察を実施

す るにしても,時間的制約,引率や交通の問題等

があるので,野外観察は本校においては困難な状

態にある。

そこで校区内に適当な露頭をみつけ,ス ライ ド

にして生徒にみせて,学校の登下校や遠足,そ の

他の生活の中で折にふれて見るであろう場所の地

学的説明をして,理 解度 をよリー層深めることに

した。

平戸島の北部は,第三系の堆積岩が島の東岸の

南竜崎か ら明の川内,西岸の古江湾に面した所に

み られ, これ らの上に第四系の玄武岩が広 くおお

っている。又安 山岩系統の火山角礫岩が,平戸島

の最北部や,古江方面に多 く見られる。

中学校指導要領の地質学的な分野をあげると次

のようなものがある。

(7)流 水のはたらきと地層

らきと地表の変化

りと堆積岩

宮  木 誠 (平戸中学 )

(10)地 か くの変化と地表の歴史

ア 火山活動 とマグマの性質

イ マグマの活動 と火成岩の特徴

ウ 地か くの変動 と地表の歴史

Ⅲ 地学教材の露頭記録

A 地層のつ くり,堆積岩,地か くの変動,地表

の歴史等が指導できる露頭

適当な露頭 としては,平戸瀬戸に面した白浜海

岸 ,図 l⑥地点で,図 2は露頭の略図である。 α

は第三系の堆積層で,地質調査所 5万分の 1地質

図「平戸」によれば,田 平層 といわれ,厚 さ400

%以上の砂岩泥岩の互層で,砂岩,泥岩ともやわ

らかく, くずれやすい。又南竜崎の方には迷彩砂

岩 もみられる。泥岩中には,植物化石が含まれる

が,軟かいので採集しに くい。砂岩中には, 5～

10御の円磨された石炭 もみ られる。

みは αを不整合におおう第四系の南竜崎砂礫層

で,チ ャー ト,玄武岩の円磨された礫をふ くむ。

θはその上を不整合におお う玄武岩で風化がはげ

しく, 多と′の間には粘土がみ られる。このよう

な露頭は,白 浜海岸か ら南竜崎にかけて見られる

が,南竜崎は平戸大橋の建設工事がすすんでお り,

様 子がかわっている。

ここで整合,不整合 といった地層のかさな り方 ,

過去の浸食,堆積の指導,植 物化石が広葉樹であ

ることか ら,堆積環境 も考えさせ られる。又堆積

岩 として,礫岩,砂岩,泥岩 といった ものの指導

もできる。

この他,不整合,地層等を指導できる露頭は ,

ア 流水のはた

イ 地層のつ く

平戸中学校校区内 (平戸島北部 )

における地学的教材
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図 1 平戸島北部略図

図 l⑤地点周辺にある。このAの項目を指導する  武岩のがけがあり,下部ではまだ新鮮な岩石があ

ためのスライド作成枚数は 14枚であるが,断層  り,上部にいくにしたがって次第に風イヒし,岩石

やしゅう曲を指導できる適当な露頭がない。 も,も ろくな り,地表近 くでは,全 ったく粘土に

B 流れのはた らきや,地表の変化等を指導で き  なっている。地表か ら次第に風イヒしていることが

る露頭 顕著にわかる。

風化作用は,道路造成地,工事現場各所で観察   その他,風化1/F用 が観察される露頭としては,

することができる。図l③地点は,小学校造成地  本校唯一の遠足場所,川内峠の登山道路,鞍掛山

で,大 きくがけを切りくずしており,玄武岩の新  から川内峠付近で,玉ねぎ状構造の風イヒの様子や,

鮮なものが一部見られるが,玄武岩が粘土化した  風化にとりのこされた残留礫もみられる。

様子が良 くわかる。又,玉ねぎ状構造を示した風   流れ (河川 )のはたらきを指導できる適当な場

化 1/F用 も観察できる。図 l④地点は県道工事で切  所をさがしたが,平戸は山が多く,平地に乏しい

り通しとなっているが,こ こは高さ10%近 くの玄  ので,大 きな川がなく,流速流量によっての地形
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図2 白浜海岸スケッチ

の変化や蛇行等の観察できる地点が少ない。その  この他,図 l②地点付近一帯は,海食崖が多く,

中で神曽根川 (図 l⑦地点 )で ,上流,中流,下  大きな海食洞も観察できる。なおBの項のスライ

流での浸食,運搬,堆積 1/F用 が少しみられるのと,  ド1/F成枚数は 19枚である。海水の堆積1/F用 による

それにともな う川原の礫 の変イヒを観察できる。 地形の変化を観察する場所が少ない。

海水の浸食作用は平戸島が外海の急流に面して  C 火山活動,マ グマの性質等が指導できる露頭

いるので,海食崖,海食洞,海食台は豊富に存在   平戸島は,火山岩が多 く,火山活動,マ グマの

するが,現地に行 くには困難な場所が多い。図 3  性質 を指導できる場所は多い。

は,油水海岸 (図 l①地点 )で ,安山岩系の火山   マグマの活動としては,溶岩が地層のわれ目を

角礫岩の崖にできた海食崖,海食台が観察できる。 通って貫入してきた様子は,図 l②地点で良く観

＼
ヽ ″

=

察できる。ここでは,火山角礫岩

の中に,岩脈の幅が 5″ ぐらいあ

る安山岩の貫入の様子がわかる。

又柱状節理,板状節理は自岳や ,

神曽根川付近でみ られる。

火山活動やマグマの性質を指導

するにあたっては,例 とtノ て,図

4に スライドにおさめた場所をス

ケ ッチしてみた。地質調査所 5万

分の 1地質図「平戸」によれば ,

①は安山岩系の火山角礫岩で,破

線より高部の⑬は①の上部にでき

う°? わ
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図
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5 油水海岸スケッチ
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図4 田の浦より本校方面のスケッチ

Ⅲ  おわり1こ

本文に説明した露頭以外に

もスライ ド1/F成 はしてい るが ,

ここでは省略した。

現在 このスライ ドは,単元

のまとめのときに郷土の地質

の様子を知 らせ るために,見

せているのが現状である。こ

のスライドをカリキ ュラムの

中で,ど のように活用す るか

が,今後の問題である。

この教材研究は,昭和 47

たカンラン石玄武岩の孤立丘である。薄香湾に面  年度の長崎県の理科研究大会に発表したものを,

した本校が立つ台地③は,普通輝石カンラン石玄  書きあらためたものである。調査には,当 時の本

武岩で,⑩ はカンラン石玄武岩でできた田平町の  校理科部全員(一丸正誼,山田豊,田崎幸一,金

瀬戸山か ら青砂崎にかけての,北松溶岩台地の一  子孝昭の各教諭 )が あたった。なお,ス ケ ッチ1/F

部である。ここで,火 山の形,溶岩の性質等を生  成にあたり,本校川渕教諭に感謝する。

徒に類推 させることができる。他には,平戸島北   参考文献

端の自岳,古江湾西の小富士等が,玄武岩の孤立

丘としてみ られる。 Cの項のスライ ド作成枚数は

7枚である。

0地質調査所 :5万分の 1地質図「平戸」

O「長崎県の地学」 平戸島 (塩 口登 )

(昭和 49年 10月 28日 受理 )

トヽ

書 評

野 田光雄 著 :あ る山男 の記録

B6判  189ペ ージ 図表 24

本会名誉会員の野田光雄先生は,九大 を退官 さ

れた後 もお元気で,福岡大学で大勢の学生の指導

にあた られている。そのかたわ ら,一地質学者 と

して今 日まで歩んで きた生活記録 を書 きつづ り,

このたび一冊の本にまとめられて出版 された。

一読してこの本の中に,三つの大 きな山場があ

ることが感じられる。最初は東北大学の矢部長克

教授の門下 となり, 日本で初めてデボン紀の化石

を発見した話。第二は本書の中で最 も濠」的な場面

が展開される旧満州での地質調査や恐竜発掘 と,

終戦後の混乱の中を生 き抜いた著者のたくましい

活躍ぶり。次いで人形石山地すべ りの調査におも

むいた際,鉱害のみを主張して自然現象を全 く考

えよ うとしない地元民との殺気だった対決。この

よ うに戦前,戦中,戦後のそれぞれの時期に体験

された先生の人生記録が感動的に語 られている。

執筆の一つのね らいは,最近の高校や大学の学

生諸君に も読んで もらいたい とのことであるが ,

NESA会 員の方 々に もぜひ一読されることを著

者 自身 も希望しておられる。

なお,装頓は天皇陛下の植物学論文の図な どを

書いておられるボタニカルアー トの最高峰の太田

洋愛氏によるもので, 日本アルプス槍 ケ岳 とリン

ドウが描かれている。
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(鎌田泰彦 )


