
長崎県地学会誌 第 22号 (1975)

他山の石

海洋教育講習会 レポー ト

堀  口  承  明 (長崎南高校 )

昭禾日49年 8月 5日 13時, もやのただよう清  14時

水港出港。墨絵のように彩 りのない三保の松原を   走航観浪」,Po Do R。 (地形 ),プ ロトン磁力計 ,

右舷にみて東海大学の望星丸は南下する。出港後   エア・ガン○

直 ちに甲板で諸注意を受けた後,グ ルーピング,   16～ 18時

講師紹介,そ して救命胴衣着用の実習。 こうして   St。 2。 プランク トン,採水 (10～ 100π

講習会は始 まった。参加者は北は北海道から南は   5層 ),円筒採泥器 (口径 30")採 泥,航海

沖縄まで全国各地か ら集った 72名 である。長崎   計器見学。

県か らの参加は小柳孝夫,山 口修弘,坂田輝行の  19～ 21時

先生方 と私の 4名 である。             St.1.稚 魚採集。

この海洋教育講習に期待 したのは,プ レー トテ  21～ 22時

ク トニクスの基礎をなす地球物理のデータをとる   夜間集会 (船内食堂 ),ス ライ ドで採泥器のい

測器やその観測法であって,地磁気全磁力潰」定,   ろいろ。

(プ ロ トン磁力計 ),地か く熱流量,エ アガン等  夜半～翌早朝

の項目が含まれている。また,実習を行なう海域   大島周辺走航観潰」。

も太平洋プレー トとフィリピン海プレー トの境界   8月 6日 (火 )

といわれる相模海谷を含んでいるため,ど んな測  9時 ～ 11時

定結果がでるかが楽 しみである。          新島地質巡検。

以下に実習項 目を日程にしたがつてあげる。   14時 ～ 15時 30分

東海大学第三次海洋教育講習会 日程       St.2.ミ クロネクトン採集, 500%層 水平

8月 5日 (月 )                 採集,NNSS(人 工衛星航法 )解説。

9時                       16時 30分～ 20時 30分

受付  (於東海大学海洋科学博物館 )      伊豆妻良港着,周辺の地震被災地見学。

9時 30分                    20時 30分～ 22時

開講 東海大学海洋学部長あいさつ。       夜間集会 (船内食堂 )。

講演 杉山隆二教授 :南伊豆地震 (1974年    杉山教授 :マ ンガンノヂュール及び西之島新島

5月 9日 )の災害。元田茂教授 :プ ラン   火山活動解説 (ス ライ ド使用 )。

ク トンの採集法。              8月 7日 (水 )

海洋科学博物館見学              6時

13時                       妻良港出港。

望星丸 (1,103ト ン )出 港。          走航中小林教授NNSS航 法解説。
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9時 310分

Ste 3。 コアーサンプラーによる採泥。

清水港着,船上で閉講式。

プロトン磁力計のセンサーは別として,エ アガ

ンの発震部,コ アーサンプラーの上げ降しは大仕

事である。今回はかってない静穏な海況で 1″士

の小 さな うね りがみ られただけであったが,通常

の海上作業は定めし大変だろうと思った。操船 と

機器操作の多 くの人々のチームヮークがすば らし

かった。
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また夜間を含めて終 日,次 々に潰」器の周 りに訪

れ る受講生の質問―それ も同じような ものが多い ,

一に一々ていねいに答えて下 さつた先生,院生の

方々の態度に教えられるものが多かった。中で も

熱流量器を,わ ざわざ防圧ケースか ら中 を抜 き出

して解説 された院生の方 もあった。こうして皆充

分講習の実を得 ることができた事 と思 う。

撮影 した 200枚余 りのスライドと相模海谷の泥

をお土産に持帰 り, さっそく教室で活用している。

(昭和 49年 10月 26日 受理 )
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