
長崎県地学会誌 第 32号 (198口 )

長崎県地学会第 1回海外研修旅行

実施計画の歩み

長崎県地学会海外地質巡検会団長  鎌  田  泰  彦

(長崎大学教育学部地学教室 )

1。 訪問国が決まるまで

長崎県地学会の第 1回 の海外研修旅行 として , ることにする。

昭和 54年 8月 11日 より16日 までの期間に ,  第 37号 (52.10。 12)

隣国である大韓民国の江原道 を中心として地質   海外巡検 会案 一昭和 53年末 (冬休み )頃 を

巡検を行なうことができたことは ,参加者は も  目標に ,来年度初めよ り台湾を予定地 として準

とよ り関係者 ともども喜びとする所である.   備 を進める。

本会は ,主 に長崎県内において ,年間 6回 の   第 38号 (53.3.17)

日曜地質巡検会を開催 し,昭和 36年以来 ,回    「海外地質巡検会 」実行委員会発足

を重ねて 100回 目を迎 えたのが ,昭和 54年    実行委員 として ,鎌田 (事務局 ),荒 木 (小

4月 24日の七 ッ釜鍾平L洞 における「第 100  学校 ),鴨川 (中学校 ),石川 (高校 )が選出

回記念特別地質巡検会 」(講師一立教大学名誉  された。 (そ の後 ,石川委員の国見高校への転

教授 石島渉博士 )の 時であった。しかし,こ   出に伴い ,そ の後任として小田が ,更 に事務局

れよ り前に 100回記念の行事 としては ,海外  の近藤が実行委員として加わることになる♪

地質巡検会を.実施 したらどうかという声が ,運    第 40号 (53.6.10)

営委員会の席上でしばしば出されていた。     昭和 53年度 室内研究会および総会

海外地質巡検 の具体案が本格的に検討 された  とき :昭和 53年 6月 25日

のは昭和 52年秋で,最初に浮上 してきたのが , ところ :長崎大学教育学部第 61番教室

翌年の正月休みを利用する台湾旅行であった.  講演 :

その後 ,候補地 として更に韓国とハワイが加え   「韓国の地質巡検」

られた。その結果 ,昭和 53年 度の室内研究会     佐賀県理科教育センター  田口  満

では ,田 口満会員には「韓国の地質巡側 ,早坂    「台湾の地質について」

祥三会員に「台湾の地質について」の講演をし     鹿児島大学理学部地学教室 早坂 祥三

て頂き,海外の地質や国情についての理解を深   (参 会者 37名 )

める機会が もたれた.最終的には ,始 めての海   第 41号 (53.10.14)

外巡検 で もあるし,最 も近い韓国から始めるの   海外地質巡検会一昭和 54年 8月 に実施す る

が適当だろうという結論に達 し,具体的な計画  予定で計画を作成する.期間は ,8/5～ 12

が進められた。                か 8/17～ 25の見込み。

以下 ,｀NES Aそ くほぅ
″に掲載 された関係   第 43号 (54.5。 20)

記事を列記し ,本企画の進行の跡 をたどってみ   第 1回 海外地質巡検会の実施要項決まる。

―
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実施期間 :8月 11日 (土 )～ 16日 (本 )

(57白 6日 )

定員 :35名 (定員になったら締切 る )

費用 :999000円 (福 岡発着 )

研修 コース :福岡 (空 EII)→ ソウル (バス )マ

江陵→長省→黄池 →寧越→ソウル (空路 )→

福岡

見学対象 :江原道の朝鮮系・ 平安系 (日 本では

見ることのできないカンブ リア・ オル ドビス

紀層や含炭二畳紀層 )

申込方法 :追 って ,日 本交通公社長崎支店よ り

全会員に詳しい関係書類が送 られるので ,6

月 20日 までに申込む。

2.ソ ウル大学金鳳均教授との交信

海外の地質巡検においては ,現地の事情に精

通 した研究者の案内や指導がなくては ,充分な

成果をあげることは不可能である。とくに目的

とする岩石の露頭や化石産地を訪ねるには ,実

際にその場所をよく知った人の案内が不可欠で

ある。海外地質巡検の目的地を韓国に決定 して

からは ,最近の全般的な地質学的知識は ,ソ ウ

ル大学の金鳳均博士よ り贈られていたA.J.

REEDMAN and Sang HoUM:The Ceolo―

gy of Korea(19_75)に よって調べること

ができた。また ,巡検地の選定にあたっては ,

日本地学教育学会の「大韓民国地学巡検 の記録

と報告 」 (地学教育 25巻 ,1号 ,1972)

や ,横浜地質研究会の「大韓民国江原道地質巡

検報告 J(地学教育 24巻 ,3号 ,1971)

などが大変参考になった。

昭和 54年に入ってか らは,韓国地質学会の

会長 もされてお られる金鳳均博士 (ソ ウル国立

大学 自然科学大学地質学教室教授 )と 再三連絡

をとり,巡検地やコースに対する御意見をお尋

ねすると共 に,案 内者の御推薦をお願いした。

その結果 ,次のような御回答 を頂 くことができ

た。

① 先カンブ リア片麻岩の観察・採取にはソウ

ルー春川secti onが 最上である.

② カンブ リア・ オル ドビス紀の化石産地は ,

三渉地方か長省一黄池の炭田地帯がよい。

③ 案内者 として ,建国大学教授元鍾寛博士が

心良 く弓|き 受けて くれた。

④ 東京学芸大学本村達明教授の世話で ,日 本

私学教育研究所主催の地学海外特別研究会が

韓国でこの頃実施 され る計画があるので連絡

をとられたらよい。

3。 日本交通公社との交渉経過

韓国の地質巡検 を実施するに当って ,旅行業

者 との本格的な交渉を開始したのは 4月 に入 っ

てか らであった。この種の計画では非常に遅す

ぎた感がないではなかったが ,日 本交通公社

(JT B)長崎支店の内島喜芳・ 出利葉真郷の

両氏が精力的に実行委員会 と連絡をとりなが ら,

具体案の検討を進めて くれた。以下にその経過

をJTB倶 Jの記録によ りたどってみる。

4.13 小田先生より海外研修の話あり。

〃 14  事務局の鎌田先生を訪ね,下打合せ。

〃 28  第 1回 コース 0見積書作成 ,提出。

5.1  委員 (鎌 田・荒本・ 小田・鴨川・ 近

藤 )と 打合せ。ルートリ宿泊施設,,貸切バス
,

ビザ ,岩石の持出しなどについての質問あ り.

5.2  地学会の質問点を韓国旅行社へ問合

せす る。

5。 10  TELに て旅行社より回答あ り.

〃 15  事務局よリパンフレット原稿受領。

〃 16 パンフレット印刷依頼。

〃 21  パンフレット校正.

〃 24  パンフレット納品。

〃 25 JTBょ り現地旅行者の手続。

6.2  JTBょ り地学会会員へ案内発送 .

申込締切を6月 20日 とする。

7.5  ヽ ES Aそ くほう
クにて最終締切を

7月 14日 に延期することを会員へ連絡する。

7.11  事務局 と打合せ.
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〃 H Roonung List決 定 ,最終案内状を

JTBよ り参加者へ発送。

〃 20 航空運賃値上げに伴 うお願いについ

ての書面を参加者へ発送。

〃 30 最終的日程についての地学会 (鎌田

荒木 ,小田 )と の打合せ。

8。 6 最終説明会。 13時より長崎大学教

育学部 61番教室にて開催 .

〃 11 福岡空港出発。

4 長崎県教育委員会等へ後援依頼

本海外巡検会には ,長崎県下の教員の参加が

多いことが予想 される所から,本会会長よ り長

崎県教育長宛に ,本行事に対する後援を依頼し

快諸を得た。本交渉には ,栄岩吉郎 ,鎌田泰彦

の両名が直接県教育委員会を訪れ ,学校教育課

に依頼文書を提出した。また,長崎県理科教育

協会及び長崎県高等学校理科教育研究会の推薦

も受けることができた。これによって ,参加者

の直属上司宛の参加依頼状 も作成し発送 した。

以下 ,関係文書を再録する。

昭和 54年 6月 8日

長崎県教育長 三村 長年 殿

長崎県地学会会長 小林  茂□

長崎県地学会主催海外巡検会への

後援依頼について

長崎県地学会においては:地学巡検会の

第 100回 を記念 して ,別添の実施要領に

よ り韓国への海外巡検会 を実施することに

な りました。

つきましては ,こ の海外巡検会は純学術

的なものであ り,ま た ,本会の会員の多 く

は本県の小・中・高校教員でもあ りますの

で ,学術研究ならびに教員現職研修の奨励

の意味において ,貴 長崎県教育委員会の

ご後援をいただきたく,ご依頼申し上げま

す。

昭和  年  月  日

学校長 殿

長崎県地学会会長 小林  茂国

韓国海外研修旅行について (依頼 )

拝啓 ,時下益々御清栄のこととお慶び申

し上げます。

さて ,長崎県地学会におきましては ,地

学巡検会第 100回 を記念 して ,下記の要

領で海外研修旅行を実施することになりま

54教 学 第 26号

昭和 54年 6月 16日

長崎県地学会会長

小林  茂 殿

長崎県教育委員会教育長

三村 長年 □

長崎県教育委員会後援名義使用

について (回 答 )

昭和 54年 6月 8日 付 けで申請のあった

ことについては ,下記 によ って実施 して差

し支 えあ りません _

記

後援会の対象

長崎県地学会主催海外巡検会

主催 長崎県地学会

後援の期間

8月 11日  ～ 8月 16日

守るべ き事項

(1)申 請後事業計画を変更 した場合には ,

直 ちに届け出ること。

(2)事業終了後は,報告書を提出するこ

と。

(3)経 費は,すべて主催者が負担するこ

と。

-3-



lノ た●

つきましては ,

府的な:も のであり,

味において ,貴校

加について格段の御高配をたまわ

うお願い申し上げます。

この海外研修旅行は純学

教師の現職研修奨励の意

教諭の参

りますよ

記

韓国海外研修旅行

昭和 54年 8月 11日 (土)～ 8

月 16日 (本)(5泊 6日 )

韓国の旧期古生層の巡検

ソウル下江陵一黄池一長省

長崎県地学会

長崎県教育委員会

長崎県理科教育協会

長崎県高等学校理科教育研究会

8月 12日 (日 )ソ ウルー春川一三階 齢

先カンプ リア代 (約 25億年前 )

の片麻岩採集

13日(月 )三 渉→轟也一長省■黄池 CD

三葉虫 ,腕足員の採集 ,古生代

前期と古生代後期の不整合の観

察 ,先 カンプ リア系と朝鮮系の

不整合の観察と基底レキ岩の採

集

14日 (火)黄池一長省一三砂(泊 )

長省炭鉱見学 ,古生代 =畳紀の

植物化石の採集

15日 (水Eレーソウル (7白 )

16日 (本 )ソ ウルー福岡

現地指導
‐ 建国大学 元鍾寛教授

韓国地質巡検会の報告会

日 時  昭和 54年 9月 24日鯛 )

13時～ 17時

場 所  長崎大学教育学部 61番教室

参加人数 58名

〔謝 辞 〕

長崎県地学会の最初の海外地質巡検会 を実施

するに当 り,懇篤なる指導と多大の便宜を与え

られたソウル大学金鳳均教授 ,建国大学元鍾寛

教授 ,東京学芸大学本村達明教授に対し ,深厚

なる謝意を表する。また 。「最近韓国大全図 |

を恵与された長崎大学教育学部加藤章助教授 ,

韓国地質系統の漢字名を教示 された釜山大学 升

銑博士にも併せて感謝する。実務的な計画の推

進には,日 本交通公社内島喜芳・ 出利葉真郷氏 ,

地学会の実行委員の荒本真寿男・ 小田忠昭・ 鴨

川信行・ 近藤寛の諸氏の労に負 う所多大であり,

心から感謝の意をささげる次第である。

1.名称

2,日 時

3.目 的

4.場所

5.主催

6.後援

7.推薦

昭和 54年 10月 6日

長崎県教育長 三村 長年 殿

長崎県地学会会長 小林  茂□

長崎県地学会主催韓国地質巡検会の

実施 について

中秋の候 ,益々ご清栄のこととお慶び申

し上げます。

さて ,表記の巡検会は貴教育委員会の ご

後援 をいただき,お陰さまにて無事有意義

のうちにおわることができましたので,下

記のとおり報告いたします。

なお ,学術研究ならびに本県教職員の現

職教育の奨励の意味において ,今後とも温

たかいご援助をたまわ りますようお願い致

します。

記

1.日 時と日程 昭和 54年 8月 11日 ～

8月 16日        、

8月 11日 (土)福 岡一ソウル
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