
今回の学習指導要領は地球を「内部」「表面」「周

囲」の側面でとらえている。ここでは、内部から

表面の部分、すなわち、土地のつくりと変化にか

かわる部分について述べたい。この土地の構造と

これをつくってきた生い立ちを理解していくこと

はまさに「見方や概念を構築」する作業である。	 

	 それは目に見える地形や地層から、それを形成

している地層の広範な広がりとそれをもたらした

過去の環境、地形の変化をもたらした流水、地殻

変動、火山噴火などのできごとを結びつけていく

知の作業である。子どもにとって地球とは、どこ

か遠くにあるものではなく、足もとにある地層で

あり、視界に入る景観である。	 

	 私は自らも授業の開発と実践を行なう一方、教

育委員会の教材制作事業に案を採用していただき、

横浜地域の地学を題材とした教材制作を実現する

ことができた。また、これを理科研究会の活動と

して普及、授業研究をすすめることができたので、

この横浜での一連の取り組みも紹介したい。	 

主な主張は次の通りである。	 

１	 目的：地域の土地の生い立ちを語れ、成熟し

た防災意識をもつ地域人を育てる	 

２	 実践提案：流れる水で郷土の地形を造る	 

３	 実践提案：６年土地のつくりで学校の地下を

扱う	 

４	 提言：地域の地震と火山、プレートの動きを

小中で系統的に扱う	 

５	 提言：博物館等、小・中で地域の地学教材に 

	 

１	 地域の土地の生い立ちを語れ、成熟した防災

意識をもつ地域人を育てる	 

私が６年生を初めて担任して、この土地のつく

りの授業をしようとしたとき、ぜひ学校の土地の

つくりを教材化したいと思いつき、ボーリング資

料などの活用も試みたが、砂や泥ばかりでこれを

どう解釈していったらよいのかがわからなかった。

この授業は子どもに郷土の自然についての認識を

育てられなかった。そこから私の郷土の地学教育

への挑戦が始まった。	 

なぜ、教師となった自分は横浜や東京の土地の

つくりと生い立ちについてこんなにもわからない

のだろう？答えは簡単だった。小・中・高を通し

て一度も「郷土の地学」を教えてられなかったか

らである。この夏、来年小学校教師になるであろ

う１００人の若者に横浜の地学を教えさせていた

だく機会を得た。半数が横浜出身者であったが、

横浜の土地のつくりについての知識はほとんどな

いに近かった。また、シラス台地の上で育った鹿

児島出身の教師は私に教えられるまで、シラスが

九州南部を一撃で焼き尽くし、埋め尽くしたウル

トラ級の火砕流であることを知らなかった。	 

	 郷土の成り立ちについて教える教育は全国的に

でなされていないという実態がある。教えられな

かったからわからない。その子が教師になって郷

土の生い立ちを教材にした授業ができない。その

教え子も同じ道を辿るという循環がある。この負

の連鎖を断ちきり、小・中・高と理科教育を受け

た卒業生には、この日本列島に生きる人としてど

のような「自然観」を育てるべきだろうか。	 

	 子どもたちには「郷土の生い立ちを語れる地域

人」に育ってほしい。それは、郷土の山や景勝地

をビジターに自慢気に、まるでタイムマシンに乗

って見てきたかのように、しかし、岩石や化石な

どの根拠をもとに語るとともに、郷土を襲う地震

はいつか必ず来る。あの火山は噴火の歴史をもつ。

水害や津波についても同様である。だから街づく

りや家庭の備えを心がけるという成熟した防災意

識をもつ人である。	 

３	 ５年流れる水のはたらきで郷土の地形を造る	 

	 土地のつくりを考える上で、我々が	 

	 この単元は６年の「土地のつくりと変化」の基

礎となるもので、たいへん重要である。ここで水

が土地を削り、運び、海などに堆積させるという
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ことを体験的にやっておかないと、６年生、また

は中学生になって地層の水成層を見ても理解が難

しい。	 

	 ここで私が実践をしてきた。そして、提唱する

のは、流水実験で郷土の地形を造る試みである。	 

	 今はコンクリートでその働きを封じられている

身近な川が、土地を削り、山から出たところで扇

状地をつくり、下流域から海に土砂を堆積させて

いく。数万年かけて行われた事象が砂場で数分の

うちに相似形で展開される。多くの地学現象はき

わめて短時間に相似形で再現することが出来る。	 

	 横浜の土地 CG とグランドキャニオンを比較す

るとその相似形であることがよくわかる。	 

	 	 

	 私は神奈川県を相模川の流れで造り出す実験を

子どもと試み、楽しい授業ができた。日本のあら

ゆる土地は最終的には流水の彫刻と運搬堆積の産

物なので、この方法で造れない場所はない。私は

横浜の土地を「隆起した海底面（水成層）を流水

が浸食した地形」という教材観を提案している。	 

	 子どもたちは郷土の地形になぞらえた砂場の地

形に水を流し、見馴れた他に地形や扇状地地形を

できていく様子を空間的、時間多的にはるかに小

さいスケールで、相似形で目撃する。このとき子

どもの中でつくられた空間的なとらえは「土地の

変化」を理解するための柱になる。	 

	 ぜひ、各地で「流水で郷土を造る」実験法を開

発してほしい。また、今、日本中の川は檻に閉じ

込められたようにコンクリートで動きを封じられ

ているが、郷土史の中には暴れ川として氾濫させ

た記録が残っているはずである。中学校の学習指

導要領では内容の取扱で水害の歴史を扱うように

しているが、流水実験は小学校で行なうようにな

っているので、流水実験で大水害（水道水を流し

たりすればたいがいそうなる）を起こしてみたい。	 

５	 学校の地下の地層を徹底的に扱う	 

	 「地球」を子どもが実感できるためには、６年

の土地のつくりと変化において学校の地下の地層

を中心とした、郷土の身近な地形、地質を教材と

して開発していくことである。	 	 

	 変動帯日本はまさに地学現象の博物館である。

この写真を見ても、巨大火山あり、付加衝突あり、

隆起あり、流水による造形ありである。子どもた

ちに地球を理解させるには、まず今、ここにある

足元の大地を徹底的に教材化し、追究の対象とす

べきだと考え、実践してきた。	 

その中で次のような実践を行っている。	 

・	 	 

・	 学校の屋上から建物、樹木を省いた地域の地形

をよく見てとらえさせる。	 

・	 近隣の学校の地層に十分にふれさせ、サンプル

を教室に展示するなど実物の根拠をもつ	 

・	 学習シンボルとして地域の学校や市のボーリ

ング資料から得たデータから「学習シンボル」

と称している断面図を子どもとともにつくって

いく。	 

・	 それぞれの地層がどのような環境や働きによ

ってできたのかを根拠をもとに推定させる。	 

・	 流水実験や簡単な火山噴火実験（富士箱根方面

から乾燥したローム層をウチワで送る）を通し

て実際に郷土の地形と地層をつくる。	 

・	 紙芝居や立体断面模型などを通して自分の考

えを根拠をもとに表現することを通してモデル

化、物語化をして見方考え方をまとめる。	 

	 その授業の中で、郷土横浜の土地の生い立ちに

横浜の地形は基本的に隆起した海底面を幾つかの河が多くの支流を

集めて浸食した地形であるグランドキャニオンも海底に堆積した地層

をコロラド川が削っているという点で相似形である。 
 
 

神奈川県を相模川の流れで、横浜の凸凹を海底面を削る雨水で再現

する実験は面白い。（市のビデオ教材から） 

工事で現れた学校の地下という千載一遇の写真（左）この地層を赤茶

色のローム層と灰色の海成層にモデル化（右）して授業を展開する。 



ついて地層の根拠をもとに、真剣に自説をもち、

話し合いの中で研究者の見解に近い考えに達する

子どもたちの成長を実現することができた。	 

	 ５	 地震と火山噴火は一体のものとして小中で

系統的に扱う	 

	 今回地震と火山噴火は両方とも扱うこととなっ

た。ほっとした。地震と火山噴火は沈み行く海洋

プレートという事象から生じるもので一体のもの

である。地球の鼓動と呼吸のような一体の関係に

あると考えられる。	 

	 	 

	 小学校では郷土の地震や火山の歴史やその結果

である地層や地形に注目して観察し、「変化するこ

と」を十分に体感、理解させる。中学校では日本

付近のプレートの動きと関連づけて、郷土を間隔

を置いて襲う巨大地震と火山噴火へ考察を進めて

いくという展望をもちたい。	 

	 	 

６	 各地で郷土の教材化共有化を	 

~博物館等及び小中の連携が必要~	 

	 それぞれの郷土で、足元の地層を教材化する努

力が必要である。私は横浜市の理科研究会の一員

として、教育委員会の教材制作事業への企画監修

者としての参加を許され、神奈川・横浜の大地の

成り立ちを題材としたビデオ教材の開発を進め、

市内のかなりの学校に普及

させることができた。

また、これがきっかけとなって「土地のつくり」

を扱う研究授業も市内では実施されるようになっ

た。あと数年すると、これらのビデオを小学校で

視聴した子どもたちが教壇に立つことになり、横

浜の地学教育も変化するかと期待する。各地の教

育委員会と理科研究会で郷土の土地のつくりと変

化の教材化と授業研究を進めていただきたい。	 

	 	 

	 

	 

	 

	 地域の地層や地学教材については、博物館等社

会教育及び研究機関との連携は欠かせない。私も

博物館の学芸員や研究者の先生方には継続的にた

いへんお世話になっている。また、小中で役割分

担を確認して教えたりすることもこれからぜひ取

組みたい課題である。	 

	 地域で地層が観察できる場所は限られている。	 

	 同じ地層を小学校と中学校で訪れてもよいだろ

う。同じ地層を見ても、小学校では火山のはたら

きと流水のはたらきでできたことを扱い、中学校

ではその年代も考察さらに、それとプレートの動

きとを関連付けようということができれば、郷土

の生い立ちを語ることのできる地域人の育成、地

域の生い立ちを教えることのできる教師の育成に

迫ることができると思う。	 

	 	 

◆以下	 削除した文章	 

	 

この日本列島は世界でもトップクラスの変動帯で

ある。押し寄せる海洋プレートによってグチャグ

チに押し込まれた地層（四万十帯等）を骨格とし、

二千万年前に中国大陸から引きはがされ、その中

央（フォッサマグナ）がぼっきり折れ、そこに海

洋プレートの火山列が突入を続け、膨大な火山噴

出物に覆われるという激しい成り立ちをもつ。	 

	 したがってプレートの沈み込みに伴う地震、火

山噴火は不可避な現象であるとともに、実はこの

首都圏は巻頭地震、東海地震、、首都直下型地震等地震の巣である

と同時に富士箱根の火山灰の影響を受ける世界有数の変動地帯 

横浜市教育委員会制作

（鷲山企画監修）ビデオ

教材「大地を変える火山

噴火」富士宝永噴火や箱

根山の火砕流が横浜に

も達したことを教材化 

横浜市教育委員会制作（鷲山監修）ビデオ教材「地層の広がり」ランド

マークタワーの地下の地層が上総層群という巻頭一円に堆積した海

成層であること、そして千葉県にもその広がりがあることを解説。 



国土を生み出してきた父と母に他ならない。日本

に住む者は地震や火山と共存して生きる宿命にあ

る。土地のつくりと変化、そして地震や火山噴火

を理解するのを難しくしているのはその時間的ス

ケールの大きさである。例えば関東地震は周期が

２００～４００年と考えられているので、同じ地

震を生涯に一度でも体験する不運な人よりも、一

度も体験しない人の方がずっと多いのである。	 

	 

しかし、「近くに河原がある川がないから観察がで

きない。」いう理由できちんとした観察を保障して

いない現実がある。さらには砂場の流水実験をパ

スしているという実態がある。先の１００人の若

者に手を挙げさせたら、この実験を経験している

人は半数だった。	 

	 

「神奈川・横浜の地層、火山による土地の変化、

地震による変化、流れる水の働きによる変化、	 

神奈川県の三浦半島先端は関東地震の度に１m 以

上隆起した段丘面が残っている。そしてその最上

面に載る地層は６万５千年前の箱根大噴火火砕流

とわかっているので、現在２０ｍもの高さがある

この地層は地震による隆起と富士箱根の火山灰の

堆積による合作に他ならない。	 

	 

阪神淡路大震災は野島断層の真上に住んでいなが

らその活動性をリテラシーとして育ててこなかっ

た学校教育の責任は大きい。「関東は地震があるが、

ここは大丈夫。」などと多くの大人が信じ、中には

教師もそう言っていたという話もある。インド洋

の津波災害も、中国四川の大地震災害も、「動く大

地」の教育がされていたら被害は別のものとなっ

ていただろう。	 

	 中でも、	 

	 

火山噴火は沈み行く海洋プレートが１００ｋｍほ

ど潜ったところでマグマが生じること。そしてフ

レートの圧縮が圧縮方向と平行してスリット状の

火道を開いていくことによって起こる。言わばプ

レートの沈み込みに伴う表裏の関係にあるかもし

れない。富士山や箱根、伊豆大島の火山列はフィ

リピン海プレートの進行方向と同じ北北西である。

巨大地震が発生する前に、つまり圧縮のストレス

が極大に達する前に領域内の火山が噴火するとい

う指摘もされている。	 

	 

今年も私が部長を務めていた横浜市小学校理科研

究会６年部会では、若手の教師が土地のつくりの

授業実践に果敢に挑んでいる。横浜駅を見下ろす

学校で、高台の土地が水成層＋関東ローム層（火

山灰）なのに、低地にローム層がないのはなぜか

という授業を公開する。「土地は流れる水の働きで

堆積したものや火山灰でできたものがあり、層を

もって広がっている」ことと、５年生で学んだ流

れる水の働きの学習を活かして、横浜駅を抱く巨

大な谷地形が流水のはたらきでできたことを推論

させようとする試みである。ぜひ学区の中学校の

教師も来て欲しい	 

	 

の摩擦面やその圧縮力で内陸やもっと深部の断層

が破壊され動くのが地震である。火山噴火は沈み

行く海洋プレートが１００ｋｍほど潜ったところ

でマグマが生じると考えられている。	 

	 

６	 各地の景勝を地学学習の資源に	 

	 最近元気のなくなっている日本各地の観光地を

旅し、心を動かす景観に対してその地学的説明の

乏しさを残念に思うことが多い。一方、伊豆大島

のタクシー運転手さんが前回の噴火の目撃談を語

ってくださったのはうれしかった。	 

	 地学学習は自分が住む世界の生い立ちと未来を

探究していく生涯学習である。この基礎的素養を

学校教育で育てられた人は、どこの景観を見ても、

何倍も楽しい知の旅ができるであろう。	 

	 また、テレビで紹介されていたある地学的観光

名所近くの小学校で、子供たちが地学的に有名な

郷土の生い立ちと自然を調べて観光客に説明して

いる映像に感動した。	 

「総合的な学習の時間」とも連動して郷土の生立

ちを誇らしく、見てきたかのように語れる地域人

を育てたいものである。	 


