
ながいずみの大地のひみつ
伊豆半島ジオパーク推進協議会

小学生ジオパーク講座 だいち



きょうは
長泉のまちなかで

火山のたんけんをします



きょうのおはなし

おはなし：火山がつくった長泉の大地

実験：火山の噴火のひみつ

おでかけ：長泉の大地のでき方をさがしに

ふんかじっけん



きょうは「溶岩」についてしらべま
ようがんとく

に

イタリア　エトナ山

ふんかこう

ながれる溶岩

お話＋実験＋おでかけ



火山ってなに？



噴火口から・・

いろいろなものが吹き出したり

ふんかこう



噴火口から・・

溶岩がながれ出したりして

ふんかこう

ようがん



できあがる山とかのこと



ながいずみのちかくにある火山

富士山
ふじさん



箱根
はこね

ながいずみのちかくにある火山



愛鷹山
あしたかやま

ながいずみのちかくにある火山



いまいる
ところ

長泉をとりかこむ3つの火山

富士山

箱根
愛鷹山



いまいる
ところ

富士山からは1万年前に「溶岩」が流れてきました
ようがん



長泉にある
火山のしょうこ
あちこちでみつかる溶岩

ようがん

ながいずみ

か　ざ　ん



割狐塚稲荷神社
（わりこづか いなりじんじゃ）



鮎壺の滝（あゆつぼのたき）



平べったいけれど、けっこう凸凹

ハワイ：キラウェア



ふくらむ溶岩

早送りでみる
ふくらむ溶岩
ハワイ　キラウエア火山



ふくらむ溶岩



こんなかんじの小さな山ができることもありま
す

ハワイ：キラウェア



ながいずみ
凸凹地図

溶岩がつくった凸凹を見つけてみよう！



この地図を持って、凸凹の正体を探しに行きます
あやしい場所を見つけておきましょう



溶岩のさがしかた



溶岩のさがしかた
その1　あなぼこのあいた石



なぞのあなぼこ
があいている

あなぼこがたくさんあいていて、くろっぽい岩
→ だいたい溶岩（ようがん）

割狐塚稲荷神社の岩をよく見てみ
わりこづかいなりじんじゃ



溶岩の「あな」はどうしてできたの？
ようがん



溶岩の「あな」はどうしてできたの？
ようがん

溶岩の「あな」 水のなかの「あわ」

もしかすると噴火とあわはカンケイあるのかも？

とてもよく
にている



あなぼこだらけの岩
ふくらんであわだらけの

カルメ焼き

もしかしたら泡だつと噴火するのかもしれない

よく似てる

カルメ焼きと岩をみくらべてみる

http://karumeyaki.com/karumeyaki/dokode/index.html

http://karumeyaki.com/karumeyaki/dokode/index.html


ケーキのスポンジ

やくとふくらむ



穴ぼこだらけの溶岩
ふくらんで「あわ」だら
けのケーキのスポンジ

よく似てる
スコリアとスポンジをみくらべてみる

http://karumeyaki.com/karumeyaki/dokode/
index.html スポンジケーキ

もしかしたらあわだつと噴火するのかもしれない
ふんか

http://karumeyaki.com/karumeyaki/dokode/index.html
http://karumeyaki.com/karumeyaki/dokode/index.html


実験（その1）　噴火と「泡」のカンケイをさぐる

伊豆半島ジオパーク推進協議会

キッチン火山実験キッチン火山実験

コーラde噴火
本物のマグマは熱いので
かわりのもので実験します



溶岩のさがしかた
その2　かわった形のもよう



溶岩はいろいろなかたちをつくります

ハワイ：キラウェア

ようがんの表面にできる「しわ」
縄状溶岩（なわじょうようがん）



実験（その2）　チョコレートで縄状溶岩をつくろ
う

キッチン火山実験キッチン火山実験

噴火

な わ じ ょ う よ う が ん

じ っ け ん

•チョコレート溶岩

•いろいろなカタチの溶岩ができます

•縄状溶岩ができるかな



ハワイ：キラウェア火山

縄状溶岩ができるところ
な わ じ ょ う よ う が ん

1万年前には長泉町でも



なかなかむずかしいですが

うまくいくとみごとな縄状溶岩ができます。
な わ じ ょ う よ う が ん



稲荷神社ってちいさな岩の山になっています
いなりじんじゃ



伊豆半島ジオパーク推進協議会

キッチン火山実験キッチン火山実験

小麦粉でつくる
溶岩塚

稲荷神社を
つくってみよう！

小麦粉はすでに固まってしまった溶岩を
ふうせんは後から流れてきた溶岩を示す

もうひとつの実験は
おでかけ先でやります



それでは長泉の大地のひみつをさがしに行きましょ
う！

交通事故に気をつけましょう
体調が悪くなったらおとなの人に言いましょう
暑いのでときどき飲みものを飲みましょう



稲荷神社のスケッチとカルメ焼き
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うまくできましたか？



三島白滝公園の「ミニ溶岩塚」
　約１万年前の富士山からの溶岩が膨らんでできた「溶岩塚」



稲荷神社のスケッチとカルメ焼き
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火山はときどきこわい
でもこわいことばかりなの？

火山がつくった長泉の大地



すばらしい景色



牛ヶ淵
　黄瀬川の川底にはあちこちで三島溶岩がみられる



鎧ヶ淵
　黄瀬川の川底にはあちこちで三島溶岩がみられる



温 泉 ♨



わき水



滝 愛鷹山のブナの森



みんな火山がつくりだしたものです



わたしたちのすぐちかくにある
富士山は

いつかふんかする火山です



すばらしい富士山のめぐみを
たのしみながら

うまくおつきあいしましょう



いろんなことが大地とつながっています
「つながり探し」をしてみよう！



おしまい( ´ ▽ ‘ )ﾉ


