
「東海の地球環境史を学ぼう」	
体験学習	活動報告	

   
１．事業の目的と概要	

	 名古屋大学宇宙地球環境研究所（ISEE）年代測
定研究部では、加速器質量分析法による炭素 14
年代測定と、電子プローブマイクロアナライザー

による CHIME（chemical Th–U-total Pb isochron 
method）地質年代測定に関する研究を行い、46
億年の地球史及び人類史の理解を目指している。 
	 本研究部の前身である年代測定総合研究セン

ターにおいては、「たたら製鉄」、「年輪年代法」、

「火成岩」、「粘土鉱物」をテーマとした夏休み体

験学習を実施してきた。昨年度は、宇宙地球環境

研究所の特色を生かし、「太陽活動」「古気候変動」

をテーマとした体験学習を実施した。今回は、自

然と人の関わりを１つのキーワードとし、自然の

脅威と恵みが表裏一体であることを学び、私たち

が生活する地球の理解を促すことを目的とした

体験学習「東海の地球環境史を学ぼう」を企画し

た。 

	 初日には名古屋大学で、（1）テフラ編年法に関

する講義・テフラの顕微鏡観察、（2）年輪年代法

に関する講義・スギ材の円盤を教材とした実習を

実施した。地球環境史研究における年代軸をどの

ように設定するかについて学習した。2 日目には、静岡県ふじのくに地球環境史ミュージア

ム、三保松原・日本平に出向き、野外での実習を行った。ミュージアムの山田和芳教授、菅

原大助准教授、静岡大学理学部の北村晃寿教授に協力していただき、（3）ふじのくに地球環

境史ミュージアムでの講義・実習・展示物の見学、（4）三保松原・日本平（有度丘陵）の野

外巡検を行った。実物の観察・実習から身の回りの自然を理解する力の養成を目指した。 

	  
２．体験学習担当者	

本学教職員 
	 北川浩之 ISEE年代測定研究部・教授	  事業の統括 
	 南 雅代 ISEE年代測定研究部・准教授 企画・運営全般 
	 榎並正樹 ISEE年代測定研究部・教授 講義・実習担当 
	 加藤丈典   ISEE年代測定研究部・准教授 実習担当 
	 栗田直幸 ISEE年代測定研究部・准教授 実習時の生徒の指導 

	 池田晃子 全学技術センター・技術職員 実習時の生徒の指導 
	 奈良郁子   ISEE年代測定研究部・研究機関研究員 実習時の生徒の指導 

	 山根雅子 ISEE年代測定研究部・研究機関研究員 実習時の生徒の指導 
	 西田真砂美 ISEE年代測定研究部・技術補佐員 実習時の生徒の指導 

	 中村俊夫 ISEE・招聘教員 実習担当 

	 	 	 	 本体験学習のポスター 

 
体験学習のポスター 



学生 
	 木田梨沙子 理学部地球惑星科学科・4年 生徒の引率 
学外協力者 
	 山田和芳	 ふじのくに地球環境史ミュージアム・教授	 講義・実習担当	

	 菅原大助	 ふじのくに地球環境史ミュージアム・准教授		 講義・実習担当	

	 北村晃寿	 静岡大学理学部・教授	 講義・実習担当	

	

３．参加者	

	 体験学習には、小学高学年生 27 名が参加した。参加者の学年の
内訳を右グラフに示す。小学 6 年生の男子学生の参加が目立った。
昨年度は、ほぼ男女比 1：1 であったのに対し、今回、女子の参加
が少なかったのは、偶然とも考えられるが、タイトルから理系（地

質）の体験学習というイメージを持たれた可能性が考えられる。ア

ンケートによると、参加理由を「親にすすめられたから」とする回

答が 3分の 1ほどあった。「理系＝男子」という意識があり、親
が男子に参加を勧めた結果の表れかもしれない。 
 
４.	体験学習実施内容	

開催準備	

	 本体験学習は、小学生の夏休みの自由研究のきっかけにするた

めに、夏休み中の 8月 3日（木）〜4日（金）に実施した。初日
の名古屋大学での講義・実習で、テフラ編年法、年輪年代法など

について学び、2 日目にはふじのくに地球環境史ミュージアム、
三保松原、日本平に訪れ、野外実習・巡検を行う企画を立てた。 
	 野外実習・巡検の下見と見学先の打ち合わせを 7月 19日に実施し、体験学習の講義・実習
内容について全 34ページの小学生向けのテキストを作成した。このテキストは、ふじのくに
地球環境史ミュージアムで配布されている冊子「地球環境史を考える マイ ミュージアム ノ
ート」、当日のスケジュールや注意事項などを記したプリントとともに、子どもたちが予習で

きるように事前に郵便にて送付した。 
 
１日目の実施内容	 ＜テフラ編年法、年輪年代法について学ぼう！＞	

	 初日は、名古屋大学研究所共同館Ⅱ、3 階の講義室ならびに 2 階のセミナー室において、
講義・実習を実施した。実習では参加者を 6 班に分け、各班は教職員あるいは学生１名が担
当して、参加者全員が実習に積極的に取り組める体制で実施した。 
 
(1) テフラ編年法について学ぼう	 	
	 榎並正樹教授から、テフラ（火山灰）を構成している

鉱物の種類・量・化学組成・屈折率、火山ガラスの形態・

色が、火山噴火時のマグマの化学組成によって異なるこ

と、つまり、テフラの年代が決定されると、各地の地層

の年代が正確に決定できることについて説明がなされ

た。大学での講義に緊張気味の子どもたちであったが、

メモをとりながら、熱心に聴いていた。	  

 

 

参加者の学年の内訳 

体験学習に参加した理由 

テフラ編年法に関する講義の様子 



(2) 火山ガラスの色・形を顕微鏡で観察しよう	
	 火山活動によって噴出して、広い範囲にわたって分布する火山灰（広域テフラ）は、特に、

年代を決定する有効なモノサシである。今回の実習では、宮崎県霧島新燃岳、熊本県阿蘇山、

鳥取県大山、鹿児島県桜島、岐阜県木曽御岳から噴出したテフラについて、火山ガラスの色

や形、どのような鉱物が多いかなどを実体顕微鏡で観察した。	

	

	

(3) 火山の爆発モデル実験を行ってみよう	 	
	 火山からマグマが噴出する時、マグマの中のガス（水蒸気）が泡になるこ

とによって激しい爆発が起きることを学ぶ実験を行った。コカ・コーラには

炭酸ガスが溶け込んでいるため、ペットボトルを振ると、溶け込んだ二酸化

炭素が出てきやすい状態になり、たくさんの泡が急激に発生し、フタの穴か

らコカ・コーラが勢いよく噴きでる。コ

カ・コーラが噴きだす様子や、ペットボ

トルの中にたくさんの泡ができる様子を

観察した。また、アーテック社から販売

されている「火山のメカニズム」体験キ

ットを用いて、火山が噴火する様子や仕

組み、噴出するマグマの粘性によって火

山の形が異なることを学んだ。きれいに

噴火させることができず、ぐちゃぐちゃ

になりつつも、非常にカラフルでユニー

クな子どもたち自慢の人工火山が作成さ

れた。 
 

(4) 年輪年代法について学ぼう	
子どもたちは、樹木年輪についての基礎を学び、樹

木の年輪幅の変化パターンをもとに、年代を決定するこ

とができること（年輪年代法）を学んだ。南雅代准教授

から、年輪幅の変化パターンを利用した年代決定の方法、

樹木年輪を使った気候復元、太陽活動の復元などを学ん

だ。小学校の授業では学習しないちょっと難しい内容で

あったが、事前に配布しておいたテキストをよく勉強し

てきたのか、子どもたちは講義に真剣に耳を傾け、活発

な質問があった。	

コカコーラを振る
実験の様子 体験キットを用いて

作成した火山 

実体顕微鏡によるテフラの観察の様子 

    

    

 

 

 

   
年輪年代法に関する講義の様子	

	



(5)	年輪幅のグラフを作成してみよう	

	 子どもたちにスギ材の円板を渡し、表面を紙やすりできれいに磨いた後、年輪幅を測定

し、グラフに描いてみるという課題に取り組んだ。紙やすりで磨くたびに年輪がはっきり

見えてくるので、それがおもしろく、念入りに磨く子、グラフにデータを一所懸命にプロ

ットする子など、それぞれが熱心に、興味を持って取り組んでいた。「年輪の実験は数える

のが大変だったが、グラフを描くのが楽しかった」という楽しかったという感想が寄せら

れました。なお、実習には、名古屋大学キャンパス内で 2 年前に伐採されたスギ材の廃木

を利用した。生命農学研究科の竹中千里教授にはスギ材の廃材入手にご協力いただいた。

御礼申し上げます。	

 
(6)	炭素 14 を測定する加速器質量分析計を見学しよう 
年代測定研究部が管理・運用しているタンデトロン加速

器質量分析装置を見学した。加速器質量分析計を用いてど

のように炭素 14 年代測定が行われるかについて説明を受

けた。少し難しい内容であったが、参加者は初めて見る大

きな分析装置にとても興味をもった様子であり、実際に測

定に用いられている試料ターゲットを手にして喜んでいた。

将来の年代測定部を担う教員が生まれるかもと思えた。	

 
 
２日目の実施内容	 ＜東海の地球環境史を現地で学ぼう！＞	

2 日目は、大型バスをチャーターして、ふじのくに地球環境史ミュー

ジアム、三保松原、日本平に巡検に出かけた。幸いに天気にも恵ま

れ、楽しく、有意義な巡検となった。 
	

(1) ふじのくに地球環境史ミュージアムでネイチャーテクノロジ
ーを体験しよう	

 山田和芳教授から、ネイチャーテクノロジーについての講義を

受けた。ネイチャーテクノロジーとは、身近なところで目にす

る生き物の機能（しくみ）を手本に社会を変える技術である。身近な例として、ハスの葉の

表面構造を手本に、水や汚れをはじく素材（衣類やカバンの生地や、壁材など）が作られて

いることを学んだ。その後、ミュージアムの中庭にあるハスの葉を実際に観察し、どのよう

な表面構造しているのかを、自分たちの目で実際に確認した。	

バスに乗り込む様子 

     

 

樹木円板を用いて年輪幅のグラフを作成している様子 

加速器質量分析装置の説明を聞く様子 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(2) ふじのくに地球環境史ミュージアムの展示物を見学しよう	
	 ミュージアム内に設置されている地球環境史（人と環境の歴史）に関した数多くの展示を

見学した。事前に送付されていた「地球環境史を考える マイ ミュージアム ノート」内の“問
いかけ”の回答を探しながらミュージアムをみて回る子や、ミュージアム内に設置してある

クイズに答えながらみて回る子、お気に入りの展示がされた部屋でメモを取る子など、それ

ぞれ熱心に見学していた。	

	

(3) 三保松原に現地実習に行こう	
	 ミュージアムでの昼食の後、バスで三保松原に出向いた。菅原大助准教授、北村晃寿教授

から、松の高齢化や害虫、観光客が地面を踏み固めてしまうことなどによる「松枯れ問題」、

砂浜がなくなっていく「海岸浸食」について学んだ。松を目の前にして、先生の話を真剣に

耳を傾けている子どもたちの姿があった。台風の接近により波が高くなっていたため、当初

予定していた海岸での巡検ができなかったのが残念である。 
 	

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

     

   

ネイチャーテクノロジーについて学ぶ様子 

ミュージアムの展示物を見学する様子 

	 三保松原での野外巡検の様子	



(4) 日本平（有度丘陵）で野外巡検！	
再び、バスに乗車し、日本平に向かった。日本平の山頂は、清水港を一望できる。天気が

良く、地形・地質や周辺環境をよく観察することができた。北村晃寿教授から、有度丘陵の

成り立ちや富士山の形成史などについての説明があり、また、地殻変動を観察できる地層の

説明を受けながら、子どもたちは先生の説明を実際に確認していた。	

開催後	

	 後日、参加者にメールにて体験学習の報告をするとともに、現地で撮影した写真を希望者

に郵送した。親御さんの中には、わざわざお礼のメールをくださる方もいらして、企画・準

備の苦労が報われた思いであった。	

	

５．まとめ	

	 参加者に体験学習についてアンケートを取った結果、講義、配

布テキスト、実習いずれもちょうどよかったという回答が半数以

上であった。実習に関しては、簡単だったという回答も多かった。

講義、配布テキストに関しては、少し難しかったという回答も 3

分の 1 ほどあり、今後配慮すべき点と考えている。	

	 面白かった企画を選んでもらったところ、右のグラフで示すよ

うになり、室内実習、ミュージアムでの展示物の見学が好評であ

った。2 日目、訪問先が遠かったため、巡検の時間を十分に取る

ことができなかったことは反省点である。子どもたちの感想を見

ると、「とても楽しかった」、「来年もやってほしいです」、といっ

た意見が多く、おおむね好評であったと言える。今回、特に、実

験が楽しかった、という意見が多く、来年度以降の参考にしたい。	

	教室での講義だけでは得られ難い実体験の機会は、子どもたち

の科学への興味や関心をより高めるきっかけになっ

たと思われる。	

	 なお、本事業の実施にあたっては、名古屋大学総長

裁量経費のほか、宇宙地球環境研究所からも支援をい

ただいた。また、年代測定研究部事務の佐竹元子さん、

田中敦子さん、研究所広報担当の羽賀さおりさんには

いろいろお世話になった。ここに記して感謝いたしま

す。	

   
日本平での野外巡検の様子 
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参加者の集合写真 

面白かった企画	
（アンケート結果）	

 


