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Abstract

We, the members of the Division for Chronological Research at the Institute for Space-Earth Environmental

Research at Nagoya University, held a regional contribution program for the higher grade elementary school
students on August 7–8, 2018: “Letʼs study geology in Tono region”. The thirty-six students took part in the

program to experience earth sciences. The first day they travelled to Mizunami, Gifu by bus and visited the Hesoyama geological site to observe Miocene fossils and sediments in Mizunami group, Science World (Gifu tip
technology experience center) to experience scientific experiments and science show, Mizunami Fossil Museum

to observe exhibitions of fossils, and Mizunami Earth Corridor to experience the evolution of the Earth. After

then, they went to the Matsugase field education site along Toki river to collect fossils such as mollusks, crabs,
fishes, mammals, and plants. We successfully made a meaningful field program.

The second day began with two lectures on geology and rocks in Tono region by Professor Enami and on

Mizunami fossils by Lecturer Hayashi. After the lectures, the students took part in a hands-on experiment of

making fossil replica. In the afternoon, they discussed about what was learned during this experiential learning
program and summarized it in posters. Finally, they made poster presentation by groups. The program ended a
success. The post-program questionnaire shows that the participants enjoyed the program a lot and learned many
new things.
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1．事業の目的と概要
名古屋大学宇宙地球環境研究所（ISEE）年代測定研究部は，旧年代測定総合研究センター時から「た
たら製鉄」，
「年輪年代法」，
「火成岩」，「粘土鉱物」，
「古気候変動」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，
「地球環境史」をテーマとした体験学習を実施した．今回の体験学習のテー
マは「東濃地方の地層について学ぼう」とし，東濃地方の地層がどのように作られたのかを学びなが
ら，地球科学の面白さに触れることを目的とした．図1に体験学習のポスターを示す．
東濃とは美濃東部（岐阜県南東部）を指し，東濃地方の地下からは，化石や粘土やいろいろなもの
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が産出される．地下深くで基盤となっている岩
石は、中生代白亜紀末期の約7000万年前にでき
た「土岐花崗岩」であり，その上には、約2000
万年前から約1500 万年前の新生代新第三紀中新
世の湖や海でできた地層が分布している．この
地層は瑞浪層群と呼ばれ，当時生息していた貝・
魚・ほ乳類・植物などおよそ1500種類におよぶ
化石が産出する．この体験学習では，瑞浪市の
化石や地層の観察を通して，日本の大地や地層
がどのようにできたか学び，地球への理解・興
味を深めることを目的とした．
初日は，大型バスをチャーターして岐阜県瑞
浪市に出向き，瑞浪の地層観察，岐阜県先端技
術体験センター サイエンスワールド・瑞浪市化
石博物館・地球回廊の見学，そして土岐川の河
原で化石採集を行った．2日目は，名古屋大学研
究所共同館IIにおいて，野外実習での経験や学ん
だ知識を深めるため，講義，室内実習，子ども

図1. 体験学習のポスター

たちによるポスター発表会を行った．
2．参加者
体験学習には，小学4年生から6年生36名が参
加した．参加者の学年の内訳を図2に示す．昨年
は男子学生の参加が多かったが，今回はほぼ男
女比1：1で，わずかに女子学生の参加が多かっ
た．各学年同じような参加者数だったため，参
加者を6班に分ける際，4，5，6年をうまく分け
て配置することができ，高学年生が低学年生の
面倒をみるという体制が実現できた．
後日行ったアンケートによると，参加理由を

図2. 参加者の学年の内訳

「内容が面白そう」「自由研究にいい」「勉強にな
る」とした回答が半分以上あり，本体験学習に
積極的に参加した子が多かった（図3）
．昨年は，
「親に勧められた」という理由が3分の1ほどあっ
たのに対し，今年は積極的に参加した者が多
かった原因の一つに，参加申し込みを，往復葉
書のみによることにしたことが考えられる．昨
年までのメールでの申し込みだと，子どもと話
し合いをする前に，とりあえず申し込みをして
おこうと考える保護者の方もいらっしゃったと
思われる．昨年は，申し込みをしておきながら
数名のキャンセル（当日含む）があったが，今年
は，キャンセルはゼロであった．

図3. 体験学習に参加した理由
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３. 体験学習実施内容
2018年8月7日（火）の実施内容

図4.「へそ山」露頭の地層観察地での地層の観察

初日は，大型バスをチャーターして岐阜県瑞浪市に出向き，
瑞浪の地層観察，岐阜県先端技術体験センター サイエンスワー
ルド，瑞浪市化石博物館，地球回廊の見学，そして最後に，土
岐川の松ヶ瀬河原で化石採集を行った．
瑞浪市「へそ山」露頭の地層観察地では，環境学研究科地球
環境科学専攻地質・生物学講座の林誠司講師から瑞浪の地層の
特徴についての説明を受け，地層の観察を6班に分かれて行った
（図4）．子どもたちは，地層対比の鍵層として使われている白っ
ぽい「凝灰岩」の地層，所々に産出する炭酸ノジュール，巣穴化
石などに興味を抱き，目を凝らして露頭を観察し，詳細にメモ
を取っていた．同行したスタッフが返答に困る鋭い質問を投げ
かける子もいて，こちらがたじたじとなる場面も見られた．
サイエンスワールドでは，液体窒素を用いた科学ショーに参加し
たり，プラ板などの工作に取り組んだりと，各自興味を持ったもの
に真剣に取り組んでいた
（図5）．昼食後，
「科学のてんびん」をテー

図5. サイエンスワールドにて
（上：プラ板作
りに熱中, 下：サイエンスショーに参加）

マとしたサイエンスショーにも参加し，大掛かりな装置を使った実
験を楽しんだ．名古屋市から近い有名な施設であることもあり，こ
れまで何度か来たこともある子もいたが，興味をもったものに自由
に取り組む形にしたおかげで，楽しんでいる様子であった．アン
ケートでも，
「わくわくワークショップ科学実験」が面白かった，もっ
とやりたかったのに時間が足りなかった，という回答が寄せられた．
一方で，
「わくわくワークショップ科学実験」が簡単だったと回答し
た子もいて，高学年の子には少し簡単だったかもしれない．
瑞浪市化石博物館では，瑞浪層群から産出される貝・魚・ほ乳類・
植物などの化石や東濃地方の地層模型などを見学し，第二次世界
大戦中に掘られた地下壕を利用して作られた地下ミュージアム
「地
球回廊」にも足を伸ばした．天然のクーラーの涼しさに一息つきな
がら，巨大な恐竜の模型や日本列島に誕生をわかりやすく説明し
たハイビジョン映像，解説パネルを見て，46億年の地球史につい
て学習した．
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図6. 博物館にて
（上：化石・地層模型の
見学，下：地下壕で化石の観察）
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最後に，土岐川の河原の松ヶ瀬で化石採集を行った．なかな
か化石を採取できずに苦労している子がいる一方，中にはハン
マーとタガネをうまく使って大きな化石・珍しい化石を取り出す子
どももいて，時間を忘れて，化石採集を楽しんでいた．子ども達
は，自分が掘った化石を新聞紙にくるみ，宝物のように大事そう
に持ち帰っていた．連日の猛暑で，熱中症が心配されたが，朝方
に雨が降ったおかげでさほど暑くなく，非常に有意義で楽しい野
外実習を無事に終えることができた．後日，瑞浪市化石博物館
の方から，この時の化石採集が面白かったと言って，再び化石
採集にやって来た子どもがいたと聞いた．本体験学習が，子ども
達の地球に対する興味を引き出すきっかけになったのであれば幸
いである．
2018年8月8日
（水）の実施内容

2日目は，名古屋大学研究所共同館Ⅱにおいて，野外実習での

図7. 土岐川河原での化石採集

経験や学んだ知識を深めるため，講義，室内実習，子どもたち
による発表会を行った．

はじめに，榎並正樹教授から東濃地方の地層と岩石について，
林 誠司講師から瑞浪の化石についての講義を受けた
（図8）．小
学校では習わない専門的な内容も含んだ講義であったが，テキス
トをしっかり予習していた子が多く，何と言っても初日に実際に実
物に触れていることもあって，子どもたちは講義に真剣に耳を傾
け，積極的に質問をしていた。
その後，化石のレプリカ作りに挑戦した
（図9）．立体型取り材
を用いて貝化石の型を作成し，そこに石膏を流しこんで，化石の
レプリカを作成した．立体型取り材に加える水の量の加減が難し
く苦労したが，子どもたちは難しい作業も難なくこなし，素敵な
化石レプリカを作成していた．この
「化石レプリカ作り」は，後日
のアンケートで，面白かった，またやりたい，という意見がも多
かった企画であった．今回は事前にこちらで用意した化石を使っ
てレプリカを作成してもらったが，自分で採集した化石のレプリカ
を作りたかったという意見もあり，今後の参考としたい．

図9. 化石レプリカ作りに奮闘
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図8. 講義の様子
（上：榎並先生，下：林
先生）
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図10. まとめポスター作り（左：皆でポスター作り，右：ポスター発表の様子）

午後は，体験学習で学んだことを班ごとに話し合って，ポスターにまとめる作業を行った（図10）
．
はじめはどう進めればいいか戸惑っていた子どもたちも，次第に要領を得て，立派なポスターを完成
させていた（図11）
．ポスター作りにおいては，各班の高学年の子が，低学年の子を上手く引率してく
れたことが大きかったと言える．最後に，このポスターを前にして，体験学習の発表会を行なった．
各班の特色が出た，素晴らしい発表であった．子どもたちの無限の可能性を感じるひと時であった．
後日寄せられたアンケートでは，「化石のレプリカ作りがおもしろかった」
「化石や地層にとても興
味を持ちました」
「今までにない経験ができてよかった」
「グループ学習のまとめは大変だったけど，
とてもよい経験でした」
「自分の目で見たり，体験したりするのがとても楽しかったです」などの前向
きな意見が多く寄せられた．面白かった企画を選んでもらったところ，
「化石のレプリカ作り」
「地下
回廊の見学」
「土岐川河原での化石採集」が高評価であった．普段の学校生活では得られない現場での
実体験の機会は，子どもたちの自然への興味を引き出し，自然科学・地球科学への関心をより高める
きっかけになったのではないかと思われる．今年は例年になく猛暑続きで，体験学習の開催も危ぶま
れたが，無事に，楽しく体験学習を終えることができて，何よりであった．
最後になりましたが，本体験学習を実施するにあたってお世話になった方々にお礼申し上げます．
なお，本事業の実施には，宇宙地球環境研究所広報委員会の経費を使用しました．
日本語要旨
宇宙地球環境研究所は，環境学研究科地球環
境科学専攻地質・生物学講座の林誠司講師の協
力のもと，平成30年8月7日（木）と8日（金）の2
日間にわたり，小学高学年生36名を対象とした
夏休み体験学習「東濃地方の地層について学ぼ
う」を行った．初日は，大型バスをチャーターし
て岐阜県瑞浪市に出向き，瑞浪の地層観察，岐
阜県先端技術体験センター サイエンスワールド，
瑞浪市化石博物館，地球回廊の見学，そして最
後に土岐川の松ヶ瀬河原で化石採集を行った．2

参加者と一緒に集合写真

日目は，名古屋大学研究所共同館Ⅱにおいて，

野外実習での経験や学んだ知識を深めるため，講義，室内実習，子どもたちによる発表会を行った．
子ども達が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り，本体験学習の目的は十分達成できたと考えられる．
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図11. 子どもたち力作のポスター
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