
琉球大学学術リポジトリ

沖縄県下に分布する火成岩類を用いた教材作成
－岩石露頭のビデオ映像－

言語: 

出版者: 琉球大学教育学部

公開日: 2012-12-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 馬場, 壮太郎, 長浜, 輝美, 名嘉真, 優, Baba,

Sotaro, Nagahama, Terumi, Nakama, Yu

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/25598URL



沖縄県下に分布する火成岩類を用いた教材作成

一岩石露頭のビデオ映像-

馬場壮太郎本 長浜輝美山 名嘉真優**2 

Teaching material development of igneous rocks in the Okinawa Prefecture. 

-Video images of a rock outcrop-

Sotaro Baba， Terumi Nagahama， Yu Nakama 

1 はじめに

地学分野の教育では，野外における観察に基づ

き科学的素養を培う学習内容が多い.近年，沖縄

県内の高校においても露頭観察を実施する機会は

増えつつある(自然環境科学教育コース 1・2年

生談) 野外露頭観察を行ううえで，対象とする

地層，地質体を構成する岩石の分類は基礎知識と

して重要である.

岩石の分類に関して中学校，高等学校で利用さ

れている教科書の内容を概観すると，中学校理科

2分野上(東京書籍)では r大地の変化J(1単

元44ページ)で，高等学校地学 1(第一学習社)

では，第 1章第2節「地球の内部J3節「火山と

地震J(38ページ)でそれぞれ取り扱われている

いずれの校種においても，火成岩の分類がその対

象となっており，火山岩と深成岩の相違について

焦点が充てられている 両校穫ともに，火山岩は

斑品と石基からなる斑状組織を呈すること，深成

岩は等粒状組織を呈することが述べられており ，

岩石を構成する鉱物穫についてもその例が挙げら

れている

このように，中学校，高等学校ともに地学教育

の中で「火成岩の分類」が取り上げられているも

のの，火山が分布していない沖縄では身近な自然

現象としてとらえにくいことが予想される また，

授業や野外観察で沖縄県内の「火成岩」を取り 上
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げる場合でも，指導者や引率者が火成岩類の露出

する地域や具体的な観察地を把握することは困難

と思われる.現在，沖縄県下の地質について，島

ごとに紹介する解説書(沖縄の島々をめく'って

沖縄地学会編著，築地書庖)などが出版されてい

るが，その内容は地質， 地形，化石等多岐に渡っ

ている 火成岩に焦点をあて，その分布域，教科

書に即した観察の可能性・安全性を検討すること

は，意義あることと考える.そこで，本研究では

沖縄県下に露出する火成岩の分布域を公表論文に

基づきとりまとめ，現地野外調査を実施し岩石の

露出状況を映像化することで，火成岩について理

解が深まる教材の作成を試みた.また，映像に加

えて，採取した岩石試料から演示用教材の作成を

行ったのでここに紹介する.

2. 沖縄県における火成岩分布域

沖縄県は，大小さまざまな島々から構成される

が，その地質は先新第三系基盤岩類，新第三紀海

成堆積物，第四紀石灰岩層，段丘堆積物により占

められる.火成岩類については，沖縄本島には石

英斑岩，安山岩岩IJ民 石垣島には花閥岩類，熱水

変質を被った火山岩(グリーンタフ)が，久米島，

粟国島にはグリーンタフ 非変質火山岩類がそれ

ぞれ分布している(図 1). 

図1に示されているように，石垣島，久米島の
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図 1. 沖縄県に分布する火成岩類(加藤， 1985を改変)

火成岩類は分布域も広く，また深成岩，火山岩が

それぞれの島に産することがわかる.そこで，今

回は 2つの島に分布する火成岩に焦点を充てるこ

ととした沖縄本島の火成岩類は，北部の森林地

帯(ヤンパル地域)に分布しており，風化・変質

作用を被っていること， 一部の海岸線に露出する

石英斑岩は半深成岩に分類されることから，今回

は対象外とした.

2. l.石垣島の地質概略と深成岩類

沖縄島の南西 400km，台湾の東 220kmに位置

する石垣島の地質は三畳紀~ジュラ紀の変成年代

を示すトムル層，ジュラ紀の付加体である富崎層，

始新世の宮良層群，それらを貫く始新世の火山岩

類から構成される野底層，漸新世の深成岩類，こ

れらを覆う更新世の琉球層群，完新世の海浜堆積

物よりなる(図 2).古第三紀漸新世の深成岩類

は川平半島に分布する川平岩体，於茂登岳周辺に

分布する於茂登岩体，茶山岩体の 3岩体から構成

され，その総露出面積は約 20kniである これら

深成岩体は総称して於茂登プル トン(深成岩類)

と呼ばれている.

於茂登深成岩類は上述の 3岩体から構成される

が，岩相と岩石の化学的特徴か ら茶山・ 宮良川・

大嵩・於茂登 ・石垣 ・名蔵川の 6岩型に細分され

ている (J11野・加藤， 1990). 於茂登岩体は宮良

川・ 大嵩・於茂登型から，茶山岩体は茶山型から，

川平岩体は大嵩・於茂登型からそれぞれ構成され

る. 川野 ・加藤 (1990)の報告に基づき各岩型の

特徴を以下にとりまとめる.ただし，分布域が狭

小な石垣型，名蔵川型については省略する.

茶山型 ・ 石垣島中央部の茶山を中心とした北

東 南西方向に伸びた約 3kmの弧状の地域に閃緑

岩質の巨円礁が多数分布する.これらは茶山型と

呼ばれている 岩石は緑色~濃緑色，中粒~粗粒

の閃緑岩 ・石英閃緑岩 ・花閥閃緑岩で，閃緑岩を

主体とするー鏡下では等粒状~シリイット組織を

示し，主要構成鉱物は斜長石 ・単斜輝石 ・斜方輝

石 ・石英 ・アルカリ長石 ・普通角閃石と少量の黒

雲母で，副成分鉱物は燐灰石 ・ジルコン ・チタン

鉄鉱である.

宮良川型. 於茂登岩体の東縁にl幅約 200m，

長さ約 3kmにわたって細長く分布し， トムル層に

熱変成作用を与え，於茂登型に賞入されている.
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岩石は黒色，粗粒の石英閃緑岩・閃緑岩よりなる.

本岩型の北部ではミアロ リティックな空隙を有す

る.鏡下では等粒状~シリイット組織を呈し，主

要構成鉱物は斜長石 ・斜方輝石・単斜輝石・石英・

黒雲間 ・角閃石と少量のアルカリ 長石で，高IJ成分

鉱物は燐灰石 ・磁鉄鉱 ・チタン鉄鉱である目

大詰型・ 川平岩体南西部と於茂登岩体北西部

にかけて，南北約 3kmにわたって分布する.宮良

層群lblf底屑に熱変成作用を与えて貫入している.

岩石は白色~淡灰色，淡灰色~淡緑色，細粒で，

アダメロ岩を主体とし，花関岩を伴う.鏡下では

等粒状~シリイ ット組織を呈し，主要構成拡物は

石英 ・斜長石・アルカリ長石 ・黒雲母 ・角閃石で，

副成分鉱物は隣灰石・磁鉄鉱・チタン鉄鉱である目

於茂登型: 東西約 7km，南北約 6kmにわたっ

て分布し，於茂登岩体の主体をなす.於茂登岩体

型にはミアロリティックな空隙が本深成岩の中で

最も多く認められる. この空隙は特に北東部ほど

多く存在する 岩石は花岡岩を主体としたアルカ

リ長石花闘岩質のグラノファイアー・アルカリ長

石花岡岩 ・アダメロ岩を伴う.於茂登型は岩相変

化が著しく，グラノファイアー，等粒状花関岩，

斑状花岡岩の 3つの岩相に分けられている.

以上のように於茂登深成岩類に産する深成岩類

からは，花関岩・石英閃緑岩・閃緑岩・花関閃緑

岩・アルカリ長石花闘岩質のグラノファイア一等

の観察および岩石試料採取が可能であることがわ

かる.

2. 2. 久米島の地質概略と火山岩類

久米島は那覇の西約 90kmに位置する.島の外

形は北西一東南方向に長さ 13kmの底辺をもっ高

さ7kmの台形をなしている.島の最高点は北西部

の宇江城岳の南西 1.3kmの高所 326mである.島

の大部分は標高 200m以下である.島の東側には

奥武島とオーハ島がある オーハ島の北から東方

10 kmの御願IU奇をへて，つの字状にのびる総延長

15 kmの離水サンゴ礁がある.

久米島の地質は中~古生代の儀問層，中新世の

阿良岳居(グリーンタフ)，鮮新世の真謝層と火

山性砕屑物からなる字江城層から構成され，これ

らを更新位の琉球層群が不整合に覆う(図 3). 

中川 ・村上(1975)は，久米島全域にわたる詳し

い地質調査を行って眉序を確立し，火山活動が阿

良岳層と字江城眉の 2時期にあったことを明らか

にした.阿良岳届(グリーンタフ)には安山岩溶

岩 ・デイサイ ト溶岩・安山岩溶岩・安山岩質凝灰

角磯岩・角閃石斑岩が，字江城層には溶岩・貫入

岩脈として流紋岩 ・安山岩 ・玄武岩がそれぞれ認

められる本論では火成岩類から構成される阿良

岳層，字江城層について概略を述べる.

阿良岳層(グリーンタフ): 久米島には下阿

嘉と兼城とを結ぶ東北東一西南西の断層がある.

この断層は久米断層と呼ばれている. この久米島

断層の南側が阿良岳聞の分布域となっている(中

川・ 村上， 1975) 模式地の阿良岳付近では，下

位から安山岩溶岩・デイサイ ト溶岩 ・安山岩溶岩 ・

安山岩質凝灰角磯岩の順に重なり，南方へ低角に

傾斜している 本層の岩石は変質して緑色を帯び，

グリーンタフの様相を呈している 鏡下では斜方

輝石のすべて，斜長石の一部，ガラスなどが変質

し，緑泥石 ・緑れん石 ・絹雲母 ・方解石などが生

じている

字江城岳眉 : 本屈は字江城岳を含む本島北部

の丘陵地を構成する.本層の大部分は久米断層の

北側に分布する 久米断層の南側に本層が分布す

る場所は，久米断層中央部の幅 300m余りの地域

と奥武島である目岩石は溶岩 ・火砕岩の互層とIJ民

岩からなる 一般に北西方向に 50~ 100傾斜し，

単純な構造を示すが，層厚は 300mを超える 北

川・ 新城(2001)は 18枚の溶岩を報告し，それら

は4つのタイプに区分でき，玄武岩質溶岩が最も

多いことを報告している 玄武岩は高アルミナ玄

武岩で，斑品として普通輝石，紫蘇輝石の両方を

含む岩石が多く，下部の溶岩には輝石以外にかん

らん石がみとめられる. 一方，立神と呼ばれてい

る岩見は流紋岩岩脈であり， 他の岩脈は安山岩で

ある 奥武島には柱状節理 1*が発達した安山岩が

1* 柱状節]]1 高瓶のマグマが冷えていく際に生じた割れ目を節理といい，柱状になっているため柱状節理!という マ
グマは表面から内部へ冷却が進み，冷却すると共に収納するがその際に起きた歪みを解消するために表面に亀裂が入
り亀裂は内部へと広がるので柱状になる 柱状節理が五~六角形となる理由は，マグマの冷却lの仕方と関係がある
と考えられている
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分布し，その断面は亀甲模様を呈することから，

畳石と呼ばれ県指定天然記念物となっている

これまで報告に基づくと，阿良岳層は強い熱水

変質を被っているため火成岩の分類に不向きとい

える.変質の概念、を理解することは，中学，高校

の教科書の範囲外である 岩石分類の基準となる

一般的な初生鉱物から構成される岩石を対象とす

べきと考えた 久米島では，字江城岳層を構成す

る安山岩，流紋岩，玄武岩に注目することとした

3.石垣島 ・久米島に分布する火成岩類の産

状と特徴

石垣島に分布する於茂登深成岩類は県内最高峰

の於茂登岳を構成する.今回は川平近くの県道

207号の道路脇，荒川の滝，宮良川上流の 3か所

に焦点をあて，岩石露頭撮影と岩石試料採取を行っ

た 於茂登型の川平岩体を構成する花闘岩は，県

道 207の道路脇(図 2，StoP. 1) に露出しており，

空隙を伴う乳白色の岩石が確認された地上に露

出しているため風化が進み手で触ると崩れてしま

う場所もある.於茂登岩休の分布域にある荒川で

は淡灰色の花閥岩を確認することができた(図 2，

Stop. 2) 水面下の岩石は常に流水に洗われてい

仁コ石灰岩寸

口 l大浜層砂磯 | 

亡コ石灰岩・砂機岩.富良川層

圃圃火砕宕類 .野底庖

Eコチャー卜・砕腐岩類 : ~宮崎層
圏直結晶片岩額.卜ムル層

圏圃 花筒岩類

亡コ流紋岩類

るため良質な状態を保持している.ただし表面が

コケ等で覆われているものも多いため，観察に際

しては選定が必要である 宮良川上流では露頭

として産状を確認することはできないものの，多

様な深成岩の巨磯を観察することが可能である(図

2， StoP.3). 特に茶山岩体が近隣に分布するため

前述の 2地域とは異なる岩相 (閃緑岩~花筒閃緑

岩)を確認する ことができた

久米島には火山岩類が多量に産するが，火山岩

の産状もあわせて確認できる ことを優先し，立神

岩(タチジャミ)・天城岩(アンマーグスク) (図

3， StoP.1)，畳石(図 3，StoP.2) をビデオ映像

の対象としてた いずれも景勝地になっており，

アクセスが容易であり ，再訪できることもその理

由である.また，立神岩 ・天城岩の火山岩は貫入

岩として産し，一枚の板状に産出するため，火山

岩の特徴(貫入岩の形態)を理解する ことが可能

である.また，奇岩であるため映像化することで

自然に対する興味が深まることが予想される目畳

石は久米島有数の景勝地であるが，柱状節理の水

平断面を観察しており，マグマの冷却という火山

岩特有の現象を理解させることが可能である.

5km 

図2. 石垣島の地質図(木崎編，1985を改変)
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図3 久米島の地質区1 (木11向編， 1985を改変)

4. 火成岩の試料調整 と岩石露頭の映像化

今回，検討の対象とした石垣島，久米島の調査

地域は，それぞれアクセス容易な箇所を選定した

しかし，沖縄本島から各離島までの移動を考える

と 学生等を対象とした野外観察実習を行うこと

は容易でなく非現実的である.そこで野外調査時

に撮影したビデオ映像をより身近なものとして感

じられるように編集した.岩石試料調整と映像化

に際しては以下の基準に注意を払った.

基準1.岩石試料を切断し岩石切片(岩石スラブヴ

を作製し，岩石内部の構造・組織が肉眼で把握

できるようにする.これによりビデオ映像中の

岩石と実物とが比較できるように配慮する ま

た，薄片作製，顕微鏡観察(鏡下観察)を行い

教科書の内容に適当かを確認する.

基準 2.調査地域が特定できるように，岩石露

頭周囲の風景も映像に盛り込む.また，現地で

の駐車場や周辺状況についても可能な限り映像

に収める.岩石観察ではどのように内部観察を

行うかについても，ハンマーで割り 出した未風

化で新鮮な岩石内部を接写して理解できるよう

にする.

4. l.岩石スラブ'lifrilliと薄片観察

岩石露頭ビデオ帰影時に採取した岩石試料の岩

石スラブ断面を匡14に， その鏡下写真を図 5に示

す.ただし， これらは映像で示した岩石の表面と

完全に一致していない これは内部の風化が著し

いため薄片試料が作製できなかったり，極めて堅

1硬現で

図4aは於茂登岳北音剖部|日lの荒川の滝で採取した花

i閥詞岩試料である.岩石の断面は淡桃色を呈し，中

粒~粗粒でミアロ リティックな空|僚が認められる.

顕微鏡下では等粒状~シリイッ ト組織を呈し，主

要構成鉱物は半白形の石英 ・由形~半自形の斜長

石 ・半自形~他形のアルカリ長石 ・卓状の黒雲母

である(I~I 5a).斜長石およびアルカ リ長石は変質

が著しい.斜長石はソーシュライト化し，黒雲伺

の多くは緑泥石化している

図4bは宮良川で採取した花閥岩試料である

岩石の断面は灰白色を呈し，中粒~粗粒でミア ロ

リティックな空隙が多数認められる 石英 .7f-.ュ|長

石 ・アルカリ長石 ・黒雲母 ・角閃石から構成され

る石英は融食した形状のものがおおく，ミルメ

カイトを形成する.アルカリ長石 ・斜長石ともに

変質が著しく不透明で汚れている.黒雲隠 ・角閃

石ともに緑泥石化している.

以上 2試料の岩石スラブ断面は比較的良質であ

るが，上述のように花筒岩に含まれる拡物の多く

は変質しているため，薄片観察用試料に適してい

るとは言いがたい ただし，スラブ断面の観察で，

2試料間で色の違いが確認可能である.これはア
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ルカリ長石の含有量の違いを示しており構成鉱

物の量比と岩石の色相の違いを説明することが可

能である

[~1 4c は宮良川で採取した問緑岩試料である

有色鉱物の含有量が花開岩とは異なるため色指数

の理解に有効である l主I ~灰白色および11音緑色の

結晶から梢成されることがわかる.主要梢成鉱物

は奈|長石 ・角閃石 ・単斜阪[i石 ・黒雲母である(匡|

5b)，余|長石は変質し汚れているものが多い.ま

た，単斜輝石はf1J閃石に包有され産するため，鉱

物本来の特徴や形態を観察することができない

図4clは立神岩を梢成する流紋岩である.斜長

石のIYI品が認められ， 一部には有色鉱物の残品も

存在するが緑泥石化している.石基はガラスと微

闇 回

固 固

" 

a 、

園 回

図4 岩石スラブ写真 a) & b)花岡岩. c)閃緑岩.cl)流紋岩. e)玄武岩. f) 安山岩 スケールは 2cm，
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圏

固

回

図 5.岩石薄片写真. a)花開岩， b)閃緑岩， c)流紋岩， cl)玄武岩.スケールは 2mm
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組!な短IHt状の奈|長石から構成される.杏仁状組織

や空隙も多数認められる(図 5c)

区14eはアンマーグスク直下の溶岩層から採取

した玄武岩である. 11音緑色を呈し，肉11艮で班晶の

有無を区別をするには注意を要する 鏡下ではシ

リイット組織を示す(班晶大のものから細粒なも

のへ漸移すること)ため，班晶鉱物と石基鉱物と

の違いが明瞭ではない(図 5cl) 別品にはかんら

ん石・単斜輝石 ・斜長石が認められ，石基は斜長

石 ・単斜輝石・不透明鉱物から構成される.かん

らん石の周縁は変質していることが多いーまれに

単斜輝石が集塊をなすこともある.玄武岩を構成

する代表的な鉱物がまとまって観察できるため，

鉱物種の同定には有益な試料と言える

図4fは畳石周辺の露頭から採取した安山岩で

ある. 畳石は県指定天然記念物に指定されている

こともあり，露頭から岩石を採取することは控え

た.全体に淡緑色を呈す岩石である.変質が進み

岩石自体は脆弱である.薄片の作製にも不向きで

ある.今回は較的硬質な部分で構成鉱物を確認す

ることができた.班品は主に単斜輝石，斜方輝石

から構成され，石基はハイアロピリティック組織

を示し，短冊状の斜長石 ・両陣石 ・イルメナイ ト・

ガラスから構成される.これらの拡物の多くは変

質しており，初生的な空隙も多く認められ，それ

らは変質鉱物に充填されている.風化が著しいも

のの，斑状組織の理解には適切な試料と言える.

4. 2.深成岩と火山岩露頭の映像化

先述した久米島，石垣島の深成岩と火山岩につ

いて岩石露頭のビデオ映像を以下のように編集・

作成した.ビデオ映像から切り取った静止画像を

1~1 6 と医1 7 に示す.

深成岩の映像では，石垣島に深成岩が産するこ

とを印象づけるため石垣空港の映像を最初に導入

した(図 6-1) 次の映像には川平湾を挟んで対岸

の於茂登岳全体を撮影した映像(図 6-2) を導入

することで，於茂登岳の山塊が於茂登深成岩類で

構成される ことが理解できるようにした.

花関岩を紹介する場所は川平付近の県道 207道

路脇と荒川の滝の 2か所である.県道 207道路沿

いの映像は， 一方通行の道路11th (分離帯の茂み)

が観察ポイン トであること(図 6-3)，露頭観察が

行えるスペースが十分にないこと，対向車に注意

することなどが理解できるように工夫した.岩石

の露出状況もあわせて理解できるように編集した

(1豆16-4) 露頭の表面を観察すると，空隙や淡桃

色の表面が確認できる(図 6-5).風化が激しく，

観祭に不向きな露岩もあるため，採取や観察の際

して注意が必要であることについても映像に取り

入れた(図 6-6，6-7). 

荒川の滝への入り口には駐車スペースもあ り，

道路脇から入ることができるためアクセスは比較

的容易である，場所が特定できるよう 「荒川矯」

の映像を採用した(図 6-8).露頭までのアクセス

状況(道路11thから入り茂みを進むと荒川の滝が現

れる) (図 6-9，6-10)や河川の状況が把握しや

すいように映像を編集した. 川の中の大小様々な

磯~巨岩機は花闘岩からなる.表面はコケなどに

覆われているものが多いが，機の内部や河川水に

洗われた箇所は新鮮な花i商岩が観察できる(図 6-

11， 6-12) 

宮良川上流では，実際の岩石採取の様子(図 6

13，6-14，6-15)，また，硬質な岩石であること

が理解できるよう 2つのシーンを映像に取り入れ

た ここでは岩石の表面と断面とで色の違いが確

認できることから(図 6-16)，岩石の分類や野外

観察の際には，表面ではなく岩石内部の新鮮な箇

所を観察することが重要であることを印象づける

よう工夫した 宮良川周辺の於茂登深成岩類は於

茂登型に区分されるが，茶山岩体が近隣に露出す

るため閃結岩~花樹閃緑岩を確認することが可能

である(図 6-17，6-18). 異なる深成岩が露出す

る状況が理解できるように映像を編集した

火山岩のビデオ映像を撮影した場所が久米島で

あることが理解できるよう，空慢映像と久米島空

港の映像を採用した(図 7-1，7-2， 7-3) 次に，

久米島全体の概観が理解できるよう，奥武島から

対岸の様子を写した映像を取り入れた ( I~I 7-4). 

天空城(アンマーグスク)は立神(タチジャミ)

自然公園内にあり，公園内に設置された概略図を

示すことで位置関係を把握できるよう工夫した(図

7-5) .駐車場やトイレなどの設備も完備している

ため，野外観察地として適している(図 7-6) 公

園内の遊歩道(図 7-7) を海岸に下りると眼下に

見えるのが天空城と呼ばれる垂直な独立岩である
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柱状節理が発達している様子を見ることができる

(図 7-8，図 7-9) 天空城から遊歩道に沿って西

へ進むと(図 7-10)， ~fい岩の壁のようにタチジャ

ミが見えてくる(図 7-11). ["タチジャミ」と書

かれた目印もあり景勝地となっている(図 7-12，

7-13). 岩石は白っぽい色をしているが，風化に

より茶色に変色した箇所や流紋岩に特有な流理構

造も映像に収めた(図 7-14，7-15) 岩石の観察

は風化した箇所を避けるよう注意を促す必要があ

る.

畳石は奥武島の南側にある海岸にあり，久米島

でも l級の景l路地になっており，誰もが訪れる こ

とができる(図 7-16). 砂浜に隠れるようにして

存在するが， 5~6 角形の形態を簡単に見ること

図6.映像資料の例.石垣島の深成岩類の産状.映像は 1から 18のJiI員に撮影.
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が出来る(図 7-17，7-18). 

5. 考察 ・今後の課題

沖制に産する深成岩のなかで於茂登岳に産する

花開岩類は，風化・ 変質を被っており顕微鏡観察

に適しているとは言いがたい.特に造岩鉱物の同

定を行う際に重要である斜長石は変質しソーシユ

ライト化しているため，顕微鏡観察には不向きで

ある.教科書に準じた説明に支障を来す場合は他

地域の岩石試料を流用することも必要と考える

また，スラブ|新聞では新鮮に見える岩石でも顕微

鏡観察には不向きなものも多く注意を要する.久

米烏の畳:石のように，観察地が景勝地となってい

る場合もあり，野外観察実施時に安易にハンマー

図7.映像資料の例.久米j誌の火山岩類の産状. 映像は 1から 18の順に撮影.
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を利用し岩石内部を観察することにも注意を払う

必要があるまた，河川に産する岩石は極めて硬

質であり，ビデオ映像のように岩石を割り観察を

行うことは一般に困難であることも注意事項とし

て記す.

今回はビデオ映像のみ作成し，編集の意図とそ

の流れについて説明を行った.実際の映像とあわ

せて地質図，岩石スラブ，薄片試料などを効果的

に映像に盛り込むことで より有益な教材が作成

できると考える.また，久米島の畳石は柱状節理

の断面を観察しているにすぎず，福井県東尋坊な

どで観察される 3次元的形状を合わせて紹介する

ことも必要である 立神岩の流紋岩岩脈について

も，時間iliillを考慮して形成過程の説明を行うこと

で，奇岩の形成と風化浸食についても理解を深め

ることができると予想される.今回，作成したビ

デオ映像と校種や教育内容に応じた補足説明用の

図版を効果的に編集することで，汎用性のある資

料となると考えられる.またその教育的効果につ

いても今後検討していきたい
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