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丹沢のサンゴ化石体験教室（上）	 

安全対策装備の門田氏（下）	 
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概要 

 日本の地学界の中に、プレートテクトニクスが受容されていなかった１９７０年代後半に、

高校理科教師、門田真人氏は丹沢山地山中において、熱帯性のオウムガイやサンゴの化石を

発見。これは、日本列島の誕生がプレートの動きによる「付加」によるものとの認識が劇的

に変化していく中で、最も新しい「付加帯」の実例として学術的な意義が大きく、日本の地

学研究に貢献しました。	 

	 以来、門田氏は、丹沢が「南の島」であったことを高校の生徒だけでなく、広く一般の人々

にも理解できるための活動を展開。	 

	 ３５年務めた高等学校教師を２００３年に退職後も１１年間にわたり、講演や、展示会、

体験活動、ビデオ製作などを、多くの協力者（地学の仲間達）と展開して、郷土の地学的理

解を深める教育普及活動を続けてきました。丹沢の化石や岩石から、日本列島の生い立ちを

理解する地学研究史において門田氏の功績は大であり、この地学的認識とは今後ますます広

く、日本の地学的リテラシーとして普及することが望ましいことです。	 

	 防災教育の観点からも、地球上でも希有な変動帯である日本列島の真相を理解することは

重要です。また門田氏らが多年にわたり、教育普及活動を展開してきた事実は、広く社会的

に認められることを願います。	 	 	 	 （文執筆 鷲山 横浜市立太尾小学校校長） 

教育実践内容の要旨 

１ 丹沢のサンゴ、オウムガイなど熱帯性の環境を示す化石を発掘し、保護、整備、博物館やビジ

ターセンター等への寄贈と展示を広範に行っている。 

２ 展示会の開催 発掘した化石の展示会を各地で計画的に実施。協力者を得て化石の開設等

の対話型の教育普及活動を展開してきた。 

３ 講演会、小学校での出前授業等、様々な機会を通して、講演を行い、化石や岩石等、自らが仲

間とともに発掘したり、研磨したりした化石の実物をもとに、豊富な映像資料で解説している。 

４ 本の自費出版 「丹沢の化石サンゴ礁」を執筆し、多くの人々に配布。本の一部は、協力者の

ホームページで公開している。 

５ ビデオの制作と普及 協力者（推薦者）の支援で、「丹沢の化石サンゴ礁」「「丹沢オウムガイ探

検隊」などのビデオを製作。講演会や展示会で活用する他、協力者のホームページで公開。プ

レートテクトニクスの難解な部分もわかり易く視聴覚映像で示すことによって、多くの人々の理

解を深めている。 

６ 保護・整備活動 毎年１月４日（石の日）に、多くの仲間と、化石の清掃、保護活動を展開して

いる。 



3	 	 	 	 	 	 丹沢を探究する門田先生と地学の仲間達 

第一章	 「南から来た丹沢山地」の発見	 

1 日本の地学的常識の転換点~	 
ウェゲナーが「大陸と海洋の起源」を著して「大陸移動説」を主張したのは１９１５年からのことで、当時は

その原動力が説明できないとのことで、広く受け入れられるには半世紀を要した。 

 １９２３年大正関東地震が発生したときに、三浦半島の先端が１．４m隆起し、丹沢山地が沈降。南関東

の広い範囲が隆起、及び南東方向に最大３m 以上も移動したことが正確に測定された。寺田寅彦はこ

のことからかなり深い考察をしたが、メカニズムの解明には至らなかった。 

 プレートテクトニクスは、１９５０年代に海底プレートの古地磁気の検証から海嶺を中心に海洋底が広が

る現象が報告されるようにになった。しかし、日本の地質学の世界では、日本列島の形成史は「地向斜

理論」で説明されており、高校地学の教科書も同様で、現在のようなプレートテクトニクスが、学問の中で

広く認識されるようになり、教科書にも紹介されるようになったのは１９９０年代である。 

 日本におけるプレートテクトニクスの受容は、１９８０年代に平朝彦博士らが四万十帯の研究と、四国沖

の海洋底の地質調査から、日本列島の地質が「付加帯」という水平方向の運動によるものであることを解

き明かしていったことによる。 

 東海大学相模高校の理科教諭、門田真人氏が丹沢山中でオウムガイやアオサンゴの化石を発見し始

めたのは、１９７８年のことである。 

２	 オウムガイ化石の発見	 

 １９７８年、門田氏は丹沢で採取した石灰岩のプレパラートの中に、オウムガイの微小な化石を発見した。

オウムガイは原生のものはマレーシア等南方にしか生息しないので、その化石が丹沢山中で発見されること

には謎が深まるばかりだった。 

 

  
門田氏が丹沢加入道山から発掘

したオウムガイ化石 

現生オウムガイ マレーシアにて

撮影 かなり南方に生息。」 

加入道山１３００m 地点からの発掘

「丹沢オウムガイ探検隊」から 

 

３	 アオサンゴ化石の発見	 

 門田氏は、高度な登山技術をもつ教師で、学校からよく見える郷土の山である丹沢には生徒や仲間を連

れて足繁く通っていた。ちなみに門田氏は地学が専門ではなく、物理が専門の理科教師であった。 

 丹沢の山中に流れる川には大量の凝灰岩に混じって石灰岩が見られたが、そのいつくかに、明らかにサ

ンゴと思われる化石が多数見られた。また、有孔虫化石も見られ、年代が測定できると考えられた。 

 「キクメイシサンゴ」「ショウガサンゴ」「ハナサンゴ」などが多数見られ、その標本を採取した。 

 中には数トンに及ぶ巨大な岩体もあった。その中でも、５トンもありそうな石灰岩の岩体があり、門田氏がそ

のそばを通りかかったときに、ふと、不思議な模様が見られたものがあった。サンゴの断面と見られたが、本

州近海で見慣れたサンゴとは異なった。 

 門田氏は、登山とともに、スキンダイビングも好む教師であった。そのサンゴの正体を知りたいと思った門田
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氏は、石垣島のサンゴ礁にてスキンダイビングを繰り返した。すると、丹沢山地にあったサンゴの断面が、ア

オサンゴと一致することがわかった。 

   

現在沖縄で見られる現生アオサン 丹沢渓流で見られるアオサンゴ化石 現生のアオサンゴ標本断面  

 

 アオサンゴは、沖縄でも石垣島より南にしかいない、熱帯性のサンゴである。熱帯性のサンゴが関東地方

の富士山の土台でもある丹沢山地にあることは、たいへんな謎であった。当時は地学の専門ではなかった

門田氏は、この謎を解きたいと考えたが、学問の壁にあたり、どうにもならない閉塞感にとらわれたという。 

 当時の日本の地質学の中では、プレートテクトニクスはほとんど受け入れられておらず、ウェゲナーの大陸

移動説と、外国の研究者による論文と日本列島の生い立ちとの整合には、１０年はかかる時点であった。 

 それでも、門田氏は、当時東京大学教授の濱田隆士教授にこのオウムガイやサンゴの化石を持ち込んで、

鑑定を依頼した。 

 その時の濱田教授の反応を、門田氏は印象深がったこととして自著にも書いている。 

「濱田博士は、その化石（アオサンゴ）をルーペで観察すると、「うあっ、丹沢でこんなのが出るの！」「これは

大変なことだヨ！」と、ただでさえ大きな眼を、さらに大きく見開いて驚きを隠さなかった。 

 その後濱田博士が丹沢に足を運び、研究の方向付けをしている。 

 さらに、濱田博士は１９９５年に開館した「神奈川県立生命の星地球博物館」の初代館長に就任。門田氏ら

の研究はさらに、研究者からも支持され、論文も科学雑誌に発表。多くの仲間とともに、さらに推進すること

になる。アオサンゴ化石の一部は 2012 年夏にアメリカのスミソニアン博物館に寄贈収蔵されている。 

４	 関東地方の生い立ちにおけるプレートテクトニクス理論構築への貢献	 

 日本列島の誕生は、１９９０年代には、「付加帯」の概念も受

け入れられており、丹沢が南方の島であったものが、フィリピ

ン海プレートの北上に伴って衝突・付加したものであるとの認

識が広く共有されるようになっていった。平朝彦らの四万十帯

の研究と平行して、門田らの発見は、多くの研究者から注目

され、「伊豆小笠原弧の衝突」という理論として、認識が共有

されるようになっていった。この過程において、門田氏が発見

した丹沢の化石類の存在は大きな影響力をもち、研究者が

日本の生い立ちを語るプレートテクトニクスを裏付ける根拠と

して取り上げられてきた。日本の地学研究において、門田氏

と仲間達が取り組んだ調査、資料収集活動と科学論文によ

る報告の功績は大である。（表１） 

 

１９９０年代になって、「丹沢山地は南の火山

島であったものが、フィリピン海プレートに

運ばれ、付加したもの」という認識が今日有

される様になった。	 
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表１	 門田氏らによる、丹沢のサンゴ化石研究略史（発見事項・論文等）	 

年	 研究活動・論文等	 

1978	 神奈川県初のオウムガイ類化石を発見する。丹沢山塊南部産中新世オウムガイ類を地質学雑

誌に記載（共著）	 

1984	 丹沢山地の地層に造礁サンゴ化石群が存在することを日本地質学会で講演（共同）	 

2005	 丹沢でアオサンゴ化石の巨大群体を発見する。東海大学海洋学部研究紀要に記載	 

2007-2011	 宮崎県総合博物館の依頼での７００万年前の地層調査を実施し大量のサンゴや熱帯性巻

貝化石を採集し古生物学会と宮崎県研究報告に記載	 

2010	 伊豆半島初のオウムガイ類化石を発見する。神奈川地学７8 号に記載。	 

2010-2013	 丹沢山中 1１箇所に海底枕状溶岩露頭を発見・確認する。県自然科学のとびら 16-2 号、

と神奈川地学 79 号に記載報告	 

2013-2014	 伊豆半島から 4 種類の新種熱帯性サザエ化石を発見、貝類学雑誌 Venus	 :	 journal	 of	 

the	 Malacological	 Society	 of	 Japan	 70(1-4),	 古生物学雑誌 Paleontological	 

ResearchApr	 2014	 

に英文記載（共著）	 

 

 日本列島が「付加帯」をその骨格とするものであることは、平朝彦らの研究によって広く認識されるようにな

った。 

 門田氏の丹沢のサンゴ化石類の発見は、この付加がフィリピン海プレート北端で起き、それが陸地になり、

山となっているという、世界的にも、最も新しい年代の事象として認識されるようになった。 

 「丹沢は南の火山島であった」という門田氏の研究成果は、神奈川県立生命の星地球博物館の初代館長

となった濱田隆士博士の後押しを受けて、広く認められ、地学の仲間達の調査、発見作業はますます推進

されることとなった。 

 

第二章	 「南の島から来た丹沢」の多面的な教育普及活動	 

 

１ 門田氏の地質調査、発掘、博物館やビジターセンター等への寄贈と展示 

 門田氏の丹沢調査活動は、現役の高校教師時代から始まっており、同僚や生徒、濱田隆士

博士らの研究者、博物館の学芸員等が自然と集い、活動を続けてきた。	 

	 丹沢山地からは、南方の環境を示す、サンゴ化石やオウムガイ化石、年代を示す有孔虫化

石、丹沢が深海からの火山噴出から始まり、水面に陸地を生じる火山島であったことを示す

枕状溶岩や凝灰岩などの岩石を多数発見。これを学校の地学教室にとどまらず、丹沢周辺の

ビジターセンターや博物館等に広く展示する活動を続けてきた。	 

	 研磨や展示作業にはたいへんな時間と労力が必要であるが、門田氏本人が丹誠込めて研磨

し、また、博物館のボランティアや近隣住民等のボランティアが協力しているものも多数あ

る。（表２）	 
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（表２） 門田氏と地学の仲間が発掘した化石と岩石が現在常設展示されている施設 

寄贈・貸与・展示場所 展示物 展示期間 備考 

神奈川県立生命の星・地球

博物館 

サンゴ化石、貝化石 常設 寄贈 

平塚市博物館 オウムガイ化石、サンゴ化石 常設 寄贈 

丹沢湖ビジターセンター サンゴ化石、有孔虫化石、枕状溶

岩 

常設 貸出 

宮ヶ瀬ビジターセンター サンゴ化石、有孔虫化石、枕状溶岩、

オウムガイ化石 

常設 貸出 

秦野ビジターセンター サンゴ化石、有孔虫化石、枕状溶岩 常設 貸出 

宮崎県立総合博物館 サンゴ化石、巻貝化石 常設 寄贈 

宮古島博物館 巻貝化石 常設 寄贈 

山北町丹沢森林館 サンゴ化石、有孔虫化石、枕状溶岩、

オウムガイ化石 

常設 貸出 

精華小学校 サンゴ化石、有孔虫化石 常設 貸出 

 

丹沢のサンゴ、オウムガイなど熱帯性の環境を示す化石を発掘し、保護、整備、博物館やビ

ジターセンター等への寄贈と展示を広範に行っているのと併せて貸出化石キットを制作し

て学校などの要望に応じて適宜無償貸出提供も展開している。	 

 

２ 展示会の開催 

 門田氏は、2003 年東海大学付属高校を退職後、まず、横浜都筑区にて「個展」を開催し
た。	 

	 その後、様々な機会をとらえて展示会を開催。広く一般市民にプレートテクトニクスの「動

いた証拠」を知ってもらうための活動を精力的に続けてきた。そして、いつも門田氏への地

学の協力者がその開催に向けての準備や開催期間の運営、来訪者への説明等を行ってきた。	 

	 

	 発掘した化石の展示会を各地で計画的に実施。協力者を得て化石の開設等の対話型の教育

普及活動を展開してきた。（表３）	 

	 多くの一般市民が、門田氏の展示会に行って、地学の面白さ、神奈川の大地の変動に驚き、

魅せられるようになったことと思われる。	 

また、丹沢に継いで後から付加してきた伊豆半島についても踏査に着手し、その成果を逐次	 

公開している。	 

	 

（表３）門田氏が開催してきた「丹沢・伊豆の特別展示会」	 

期日	 会場	 展示会テーマ	 備考	 

2004．11 月 21

‐23 日	 

横浜都筑区ギャラリー

レイオハナ	 

丹沢山地化石アート展	 化石岩石約 60 点	 

2008 年 8 月	 厚木市郷土資料館	 教育委員会主催特別展「化石が語る丹沢 化石岩石約 100 点	 
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1 週間	 山地物語」と野外巡検	 解説講演 1 回	 

2008 年 10 月	 

１ヶ月間	 

（財）国際校友会・月光

天文台（静岡県函南）	 

特別展化石が語る伊豆半島物語	 化石岩石約 60 点	 

解説講演 1 回	 

2010 年	 

	 

愛川町郷土資料館	 特別展「岩石と化石が語る丹沢山地」	 化石岩石約 60 点	 

解説講演 1 回	 

2011 年 8 月 1

週間	 

秦野市本町公民館	 特別展「岩石と化石が語る丹沢山地」	 化石岩石約 60 点	 

解説講演 1 回	 

2011 年 10 月

３ヶ月間	 

県立秦野ビジターセン

ターVC	 

特別展「岩石と化石が語る丹沢山地」	 

と野外巡検	 

化石岩石約 50 点	 

	 

2013 年 10‐

11 月	 

平塚市立博物館	 特別展「伊豆半島の化石展」	 

	 

化石約 60 点	 

	 

2012 年８月	 	 県立川崎図書館	 	 	 	 南の海で生まれた丹沢・伊豆の化石	 	 	 化石岩石 80点 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 講演会 1回 
2013 年 4 月１ヶ月間	 西伊豆町加山雄三ミュージアム	 南の海の火山島だった伊豆半島	 化石岩石 50
展 
	 

３ 講演会、小学校での出前授業、等 

 門田氏は求められれば、様々な場面で講演会や、小中高大学校での出前授業に応じてきた。	 

 

（１）博物館、ビジターセンター、社会教育の機会での講演 

	 様々な機会を通して、講演を行い、化石や岩石等、自らが仲間とともに発掘したり、研磨

したりした化石の実物をもとに、豊富な映像資料で解説している。	 

（２）小学校等での出前授業 
 地元厚木市などの小学校や、私立学校での出前授業には積極的

に応じている。厚木市は丹沢山地を間近に見上げる郷土である。

その地の子ども達が６年生理科「土地のつくりと変化」で、「南

の火山島だった丹沢山地」を学ぶことは意義深い。	 

	 地元厚木愛甲地区での普及授業から、近年は表丹沢、西丹沢方

面へその活動を広めている。（表４）	 

 

（表４） 最近２年間で出前授業を行った学校 

学校名	 授業内容	 期日	 

伊勢原市立日比

田小学校 6 年生	 

化石が語る丹沢山地の生い立ち	 2012 年 1１月	 

早稲田大学	 教育学部理科教育法「丹沢化石とプレート移動」	 2013 年７月	 

私立精華小学校

4 年と 6 年生	 

神奈川の大地の生い立ちを化石から知る。	 

丹沢山地とプレートテクトニクス	 

2013 年 9 月	 

2014 年 9 月	 

秦野市立大根小 化石が語る丹沢山地の生い立ちと秦野盆地の形成	 2013 年 11 月	 

地元、伊勢原市や秦野市、	 

伊豆半島松崎等での出前授業	 
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学校 6 年生	 

静岡県立松崎高

校	 	 

野外授業	 伊豆の大地の基盤岩と化石に触れる	 2013 年 9 月	 

秦野市立西小学

校 6 年生	 

化石が語る丹沢山地の生い立ちと秦野盆地の形成	 2012 年 11 月	 

201３年 12 月	 

                 

（３）自然体験教室 

 門田氏は、サンゴ化石が観察できる丹沢山地の観察地点に

おいて、小学生親子から体験できる体験教室を開催。広報

は相模原市の広報誌から出し、毎年定員を超える応募があ

る。自然教室開催に先立っては、谷底に降りる道の草刈り

やザイル設置等安全確保を、仲間の協力を得て徹底してい

る。	 

	 この体験的観察会は、小学生対象のものから、研究者対

象のもの、博物館ボランティアなど高齢者を対象としたも

のなど、かなりの回数に渡って行い、参加者は、清流の水

を渡り、野鳥やカジカガエルの声、水音を聞き、そこで、

南海の環境を示すサンゴ化石に直接遭遇するという新鮮な

体験をすることができる。	 

	 

（４）岩石ペンダントづくり教室 

 丹沢の岩石に親しんでほしいと考えた門田氏らは、丹沢の

緑色凝灰岩の中でも緑色のきれいな「セラドン石」を宮ヶ瀬で採取し、それを磨いてペンダ

ントにしてお土産にして帰る体験教室を開催。県の広報には多数の応募があり、抽選となっ

ている。（写真）	 

	 	 

４ 写真図書「丹沢の化石サンゴ礁」の自費出版 

	 ２００２年には自費出版にて、写真図書「丹沢の化石サン

ゴ礁」Fossil	 CORAL	 REEF	 in	 the	 ROCK	 of	 TANZAWA~化石は

語る、１５００万年前南海の火山島だった~を出版。販売す

るとともに、協力者には進呈した。出版した 1000 冊は 2011

年に完売した。図書の一部は、協力者のホームページ「横浜

自然史博物館」から公開している。	 

	 

５ ビデオの制作と普及  

 協力者の支援で、「丹沢の化石サンゴ礁」「「丹沢オウムガイ探検隊」などのビデオを製作。

講演会や展示会で活用する他、協力者のホームページで公開。プレートテクトニクスの難解

な部分もわかり易く視聴覚映像で示すことによって、多くの人々の理解を深めている。	 

	 いずれも手作りのビデオではあるが、製作には出演者、研究者、視聴して参画した小学生

丹沢のサンゴ化石体験教室（上）	 

安全対策装備の門田氏（下）	 

写真図書「丹沢の化石サンゴ礁」表紙	 
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や一般市民等の仲間の輪で造り上げてきたものである。（表５）	 

	 ビデオは、協力者（本稿筆者	 鷲山）のホームページ、「横浜自然史博物館＠virtual」と

一部は YOUTUBE から公開しており、ダウンロードして授業等で活用されることを歓迎してい

る。ビデオは、宮ヶ瀬ビジターセンターなどで常設展示の一部としても公開。	 

	 また、門田の展示会や講演会でも活用され、来訪者、聴衆の理解を深めることが出来てい

る。	 

	 

（表５）製作普及してきたビデオ教材	 	 

	 	 （鷲山ホームページ「横浜自然史博物館」より無料公開）	 

ビデオ教材題名	 

（製作年）	 

主な内容	 

備考	 

丹沢オウムガイ探検

隊（２００４年）	 

門田氏から鷲山に軽いビデオ記録としての依頼があったものだが、

撮影してみると、丹沢山中１３００m 地点から発掘されるオウムガ

イ化石は、見る人を驚かすものであり、短編ドキュメンタリーとし

て今でも利用価値がある。★全国自作し聴覚教材コンクール入賞	 

丹沢枕状溶岩探検隊	 

（２００６年）	 

丹沢最高峰蛭ヶ岳１０００m地点に進む門田先生と地学の仲間達は、

１７００万年前の深海底で沸き出した溶岩である枕状溶岩の地層に

遭遇する。	 

丹沢の化石サンゴ礁	 

（２００８年）	 

門田氏の同名の自費出版図書の動画化。多くの地学の仲間が出演や

スッフとして協力して自作した。	 

丹沢が南の火山島であったことを、年代を示す化石、環境を示す化

石、火山島であったことを示す岩石、活断層や GPS 観測による動く

大地の証拠から実証していく構成。	 

山から出たものを沖縄の海に潜って同定し、門田氏がアオサンゴ発

見に至った過程、故濱田隆士博士の特別出演により、当時の地学会

が熱帯サンゴの発見に動揺し、認識の転換にむかった様子等を収録。	 

	 研究者からも評価され、広く使用されている。 
東日本大震災を経て、２０１３年に一部改訂。海洋研究開発機構か

ら提供を受け、海底に噴出する火山灰の動画を挿入。８６９年貞観

陸奥地震以降の関東地方の被害地震が丹沢を頂点に生じているアニ

メーションを挿入。★全国自作し聴覚教材コンクール	 優秀賞 
箱根！神奈川の巨大

火山	 

第一部「火山の博物

館」（２００９年）	 

神奈川県の火山である丹沢山地は、丹沢に続いて衝突した伊豆ブロ

ック上にある。箱根が多様な火山地形からなる「火山の博物館」で

あることを動画解説。門田氏と鷲山がヘリコプター協力者の支援を

受けて空撮に挑戦。	 

箱根！神奈川の巨大

火山	 

第一部「解き証され

る噴火の歴史」	 

神奈川県立生命星地球博物館の協力を得て、箱根の複雑な地形の形

成過程を再現。	 
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（２０１０年）	 

丹沢アオサンゴ起こ

し隊！（２０１２年）	 

２０１１年１月４日、石の日の活動、丹沢のアオサンゴ化石復旧作

戦を鷲山が撮影し、編集。公開している。	 

丹沢の化石サンゴ・

英語版 Fossil	 CORAL	 

REEF	 in	 the	 ROCK	 of	 

TANZAWA（２０１２

年）	 

精華小学校岡田篤教諭がアメリカスミソニアン博物館に丹沢の化石

サンゴ礁を紹介したいとして製作した、英語版。ナレーションは、

ネイティブアメリカンの教師に依頼。国際的にも、丹沢の化石サン

ゴを発信している。	 

丹沢枕状溶岩磨き

隊！（２０１３年）	 

２０１３年１月４日（石の日）の活動ドキュメンタリー動画。新た

に発見された大規模な海底噴火溶岩の地層を、門田先生と地学の仲

間が集い、大クリーンアップ作戦を敢行。	 

南からきた火山島ダ

イジェスト	 

一時、秦野ビジターセンターでの特別展に向けて、「丹沢の化石サン

ゴ礁」など三部作のダイジェスト６分作品を編集。短いが、映像の

説得力があるため、門田氏講演などで使用されている。	 

	 

６ 保護・整備活動  

   ~毎年１月４日（石の日）に、多くの仲間と、化石の清掃、保護活動を展開~ 

 門田氏の誠実な人柄と、地学研究、地学教育への

情熱には、多数の人々が魅せられ、共感し、行動

を共にしている。研究者、小・中・高・大学教員、

登山技術者、自然愛護活動家、博物館ボランティ

ア、ビジターセンター職員の他、これまで地学と

は無縁だった職種の人々、地元の一般市民等が多

数、門田氏の呼びかけに集い、門田氏の自然体の

リーダーシップのもと、組織的な活動を展開して

いる。（表６）また、この活動が、集う仲間にとっ

て、体験的に学習を深める場でもある。また、この

模様は、協力者のホームページから動画で公開している。	 

	 毎年、正月松の内の１月４日（石の日としている）には、丹沢山中で、化石や岩石の保護

整備活動を展開している。	 

	 

（表６）石の日（１月４日）に継続して行われた保護整備活動	 

期日 活動内容 参 加 者

数 

成果 

2010 年１月４日 西丹沢小菅沢枕状

溶岩磨き隊 

１７人 １７００万年前の海底噴火を物語る枕状溶

岩を観察できるように周辺整備、清掃、磨

き上げた。 

2011 年１月４日 皆瀬川アオサンゴ化

石起こし隊！ 

４５人 熱帯の環境を示すアオサンゴ化石の５トン

岩塊が、台風で観察可能面が下になって

研究者、学校教師、地域住民など、多数の仲間が

丹沢山中で岩石磨き、整備活動二取り組む。	 
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しまったものを起こし上げ、観察可能にす

る。 

2012 年１月４日 西丹沢小菅沢枕状

溶岩整備士隊 

２７人 流木で観察不能となった枕状溶岩を清掃

整備し、観察可能とした。 

2013 年１月４日 清川村布川枕状溶

岩整備士隊 

２５人 新たに発見された大規模な枕状溶岩の路

頭を磨き上げ観察可能とした。 

2014 年１月４日 枕状溶岩路頭清掃

磨き隊 

３３人 丹沢が南の深海から海底火山の活動によ

って誕生したことを示す枕状溶岩を誰でも

観察しやすいように整備した。 

 

第三章 まとめと考察 

 高校教師であった門田氏は、１９７８年ごろに丹沢のサンゴ化石やオウムガイ化石を発見。

まだプレートテクトニクスが地学研究学界に受容されていなかった時代に、関東地方の誕生

を解き証す「動いた証拠」を多数発見。学術資料として研究者、社会教育施設などに広く提

供して、日本列島誕生のプレートテクトニクスによる理解に多大なる貢献をした。	 

	 ２００３年退職後は、「南から来た丹沢山地」を広く教育普及するために、多くの仲間達

と活動を展開。仲間の輪を広げる草の根の活動から、出版や仲間とのビデオ制作による広範

な普及を目指す活動も含め、着実にその広がりを推進している。	 

	 さらに、この４年間は静岡県伊豆半島ジオパーク推進協議会からの要請やジオガイド協会

の要請を受けて伊豆半島域で巡検、講習会への協力を仲間たち共々積極的に展開している。	 

	 

	 なぜ、日本列島には繰り返し大地震が起きるのかは、丹沢や伊豆半島が南方から移動して

きたという事実に直接触れれば、眼から鱗が落ちるように納得ができる。	 

	 ナウマンは、八ヶ岳から赤石山脈と富士、丹沢方面を観察して、「これは、地球上でも希

有な、裂け目である。」「日本列島がここで二つに裂け、そこに伊豆、小笠原島弧が突き刺さ

っている。」という意味で、「フォッサ（＝裂け目）マグナ（＝大きな）」を発見し、世界的

にも注目された。	 

	 しかし、その地形を産み出しているメカニズムが解明され、研究者レベルで広く認識され

るようになるためには、長い年月を要した。この認識の転換に果たした門田氏と地学の仲間

達の貢献は大きい。	 

	 さらに、学校教育や一般市民の地学的基礎知識の現状を見るに、日本の地学教育には多く

の課題がある。世界有数の地震帯国（地震大国）である日本の人々が、この日本列島の、生

い立ちと大地震、火山噴火を繰り返すわけを理解し、「成熟した防災意識」を広く常識とす

るまでには一層の教育普及活動が必要である。	 未来の災害と闘う防災教育推進の観点から

も、門田氏とその熱い思いに共感して活動をしてきた地学の仲間達の取組みを、広く認識し

ていただければ幸いである。	 
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題目

報告の概要 各項目についてご記入ください

　　　　　　　　　　年　　　～　　　　　　　　年

ねらいや背景

取り組んだ内容

成果や意義

応募理由

その他（苦心談や
エピソードなど）

報告概要書

門田真人先生と地学の仲間達

郷土神奈川県のプレートテクトニクスを探究し、地学の仲間とともに教育普及する活動の展開

１９７８年~２０１４年　現在も継続中

　日本の地学界の中に、プレートテクトニクスが受容されていなかった１９７０年代後半に、高校理科教師、
門田真人氏は丹沢山地山中において、熱帯性のオウムガイやサンゴの化石を発見。これは、日本列島の誕
生がプレートの動きによる「付加」によるものとの認識が劇的に変化していく中で、最も新しい「付加帯」の実
例として注目された。以来、門田氏は、丹沢が「南の島」であったことを高校の生徒だけでなく、広く一般の
人々にも理解できるための活動を展開。退職後も１０年以上にわたり、講演や、展示会、だれもが参加でき
る体験活動などを展開して、日本の地学的理解を深める教育普及活動を続けている。

　門田氏の周囲には、生徒、かつての生徒、教員、博物館学芸員、研究者等、地学とは無縁だった一般の
人々等、常に多くの仲間が集まり、その人々がまず学びながら、化石の発掘か、展示会、体験教室、ビデオ
教材製作等の活動の輪を広げている。
　地学教育を専門家の難解なものとせず、多くの人々が共に学び、楽しみ、郷土を自然を理解していくように
してきた氏を中心とした活動の輪は日本の地学教育のあり方においてよい先例となり、意義深いものと考え
る。

　これまでも、門田氏とその協力者たちの活動は、新聞、テレビ、ホームページでも紹介されてきたが、まだ
まだ神奈川県全体では丹沢山地の生い立ちやその地学的意義の理解は低いレベルにある。
　丹沢山地は、日本列島に沈み込むフィリピン海プレートの頂点に位置し、富士山は丹沢山地から噴火して
おり、関東地震や東南海地震は丹沢山地を要として繰り返されている。防災教育的な視点からも、「南の海
から来た丹沢」は広く地学的基礎知識としていきたい。また、門田氏のこれまでの弛まぬ努力と教育的情熱
が、社会的に広く認識されることを望みたい。

門田氏の基本的フィールドは丹沢山地であるが、同じ生い立ちをもつ、伊豆半島でも化石発掘と教育普及
活動を展開。伊豆半島のジオパーク認定にも貢献した。
同様の活動を、箱根、宮崎県、台湾等でも展開している。
旅行等に関する費用は、ほとんど自費である。

取り組んだ時期

１　丹沢のサンゴ、オウムガイなど熱帯性の環境を示す化石を発掘し、保護、整備、博物館やビジターセン
ター等への寄贈と展示を広範に行っている。
２　展示会の開催　発掘した化石の展示会を各地で計画的に実施。協力者を得て化石の開設等の対話型
の教育普及活動を展開してきた。
３　講演会、小学校での出前授業等、様々な機会を通して、講演を行い、化石や岩石等、自らが仲間ととも
に発掘したり、研磨したりした化石の実物をもとに、豊富な映像資料で解説している。
４　本の自費出版　「丹沢の化石サンゴ礁」を執筆し、多くの人々に配布。本の一部は、協力者のホームペー
ジで公開している。
５　ビデオの制作と普及　協力者（推薦者）の支援で、「丹沢の化石サンゴ礁」「「丹沢オウムガイ探検隊」など
のビデオを製作。講演会や展示会で活用する他、協力者のホームページで公開。プレートテクトニクスの難
解な部分もわかり易く視聴覚映像で示すことによって、多くの人々の理解を深めている。
６　保護・整備活動　毎年１月４日（石の日）に、多くの仲間と、化石の清掃、保護活動を展開している。

読売教育賞について、何を通じて知ったか、教えてください

報告者である鷲山は、２０００年に上記の賞をいただき、その後の研究活動や後進育成に大きな力をいただきました。
鷲山は門田先生とは１９９８年ほどに教育委員会の理科地学教材製作の過程で出会い、以来、鷲山が門田先生の研究成果や活動
をビデオ教材で紹介する活動を、門田先生の協力者として取り組んできました。
そのため、門田先生のたゆまぬ努力と業績、人柄、その仲間との恊働の姿を専属カメラマンとして総括的に把握する立場になって
いました。
読売教育賞の崇高な理念を知る鷲山としては、門田先生と門田先生に共感して恊働する仲間達の活動は、理科教育、地学教育へ
の多大なる貢献をぜひ報告し、読売教育賞をもって広く社会的に認めていただきたいと願った次第です。
（文　報告書執筆者　鷲山龍太郎　横浜市立太尾小学校校長）


