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中学校理科における跳ね上げ式津波教材の開発

佐藤 宏紀

中学校理科では，事物・現象についての観察・実験を十分に行い，科学的な見方や考え

方を養うことが極めて重要である。しかし，地震の単元では映像資料による指導に偏りが

ちであった。そこで，「(1)生徒が操作しながら学ぶ。(2)津波発生メカニズムを再現する。

(3)津波のエネルギーの大きさを実感できる。」という点に留意し，生徒が実際に操作でき

る津波教材を開発した。本教材の主な特長は次の３点である。①津波発生部分の構造が跳

ね上げ式で，海溝型地震の発生原因と津波が伝わる様子を同時に提示できる。②地震の規

模と津波の関連について，生徒が条件を制御しながら比較・検証して考察する授業展開が

可能である。③安価で容易に入手できる材料を使い，簡便に製作できる。

キーワード：津波教材，自作教材，地震発生メカニズム，跳ね上げ式

Ⅰ 主題設定の理由

理科の授業において，生徒が実物を手に取り，体験を通して学習することで実感を伴った理解を

させる指導を大切にしてきている。しかし，地学領域の地震に関する単元では，画像，映像やシミ

ュレーションソフトなどによる指導が多く，具体物を用いた観察や実験による指導の展開が不十分

であった。そこで，地震の単元において具体物の観察や実験から問いを見いだし，科学的に思考を

深め，解決した喜びを味わえるようにしたいと考えた。

本研究では，実際に観測することができない地球内部の様子を科学的に捉え，自然の事物・現象

のメカニズムを理解する上で効果的な教材の開発を目指した。また，生徒の関心や意欲を高め，科

学的な思考力を向上させるために，単元の指導計画における津波教材の位置付けや提示の仕方に関

しての具体的な手立てを明らかにしたいと考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究内容

１ 教材開発の参考にした津波模型

(1) 秋田県防災センターの津波模型「津波のメカニズム」の特徴

①模型（図１）の寸法

450cm×100cm×70cm，アクリルパネルの厚さ約15mm

②津波発生部分の構造

右側のハンドルを回すと水槽の底の板が上下し，波が送り出さ

れる。

③沿岸部分の立体地図模型（図２）

1)男鹿市戸賀湾を詳細に再現している。

2)セメントのような堅く丈夫な材質で構成されている。

図１ 防災ｾﾝﾀｰの津波模型

図２ 立体地図模型
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(2) 薄型水槽を用いた津波実験装置「津波ぶるる」の特徴（図３）

①アクリルパネル製で側面から津波の伝わる様子を観察する。

②ピストン型の津波発生装置で再現性のある津波を起こす。

これら既存の津波模型を調査した結果，津波の性質を知る上で大

変有効であると感じた。しかし，装置が大がかりであり，自作は困難である。また，津波の発生原

因である地震のメカニズムを理解しにくいこと，ハンドルやピストンの操作では津波の規模を制御

しにくいということから，中学校で地震や津波を学ぶ教材として十分ではないと考えた。

２ 教材開発の基本方針

教材開発にあたり，生徒と教師の立場から基本方針を以下のように設定した。

３ 津波教材の開発

(1) 材料

教材本体：透明収納ケース（75深型）×３箱，合板（790mm×290mm×10mm）３枚，結束バンド，

透明ビニールシート（家庭菜園用ビニール0.1mm×135cm×５ｍ），７連フック（上

部固定用），ワイヤーフック（底板固定用），輪ゴム，発泡スチロール，青インク他

海岸部分アタッチメント：バルサ材，鉛，まな板シート，発泡ポリスチレン断熱材他

(2) 製作

①全体形状（図４）…図内の ａ は津波発生部分， ｂ は海岸部分である。

②水槽の基本構造

透明収納ケースを連結し，中に透明ビニールシートを敷く。

1)透明収納ケースの側面をアクリルカッターで切り取る。

・強度を保つために上部は残しておく（図５）。

・一つは両側を，残り二つは片側を切り抜く。

(1) 自然の事物・現象のメカニズムを分かりやすく捉える教材の開発（生徒に対して）

①生徒が自ら操作しながら学ぶことができる教材

②実際の津波発生メカニズムに近い構造を観察できる教材

③多方向からの観察が可能で，津波のエネルギーの大きさを実感できる教材

(2) 汎用性をもたせ，自作可能な教材の開発（教師に対して）

①再現性，発展性があり，安価で容易に入手可能な材料を用いて手軽に製作できる教材

②自然事象への興味・関心を高め，科学的な思考力の向上につながる授業展開を可能にする教材

陸側 沖側

図４ 津波教材の全体形状（側面）

ｂ ａｂ ａｂ ａｂ ａ

↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑

町並 海岸線

図５ 透明収納ケースの加工

図３ 津波ぶるる
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2)底に板を敷き，三つのケースを連結する。

3)透明ビニールシートの設置

・透明収納ケースに開けた穴を通し，内側

に透明ビニールシートを敷く（図６）。

4)ケースとケースの間の隙間部分の対策

・水圧に耐えるために，ケースから切り取

った部分をシートとケースの間に入れる。

5)町並の堤防まで水を入れ（約25L），青インクで着色する。

③跳ね上げ式津波発生部分の製作（図４の ａ の部分）

実際の地震発生メカニズムに近い構造により，津波を発生させ

る仕組みを目指す。フックに掛ける輪ゴムの数，押し下げる程度

の違いにより，発生する津波の規模を変えることができ，実験の

再現性をもたせることが可能である。

1)フックからの力を分散させるため，金網とレバーを底板に結

束バンドで固定する。

2)透明収納ケースの上部に挟み込んで固定できるよう加工した

板に，７連フックを取り付ける（図７，図８）。

3)透明収納ケースに直接底板を設置すると，ケースの底よりも

下に潜り込まず，跳ね上がる様子が分かりにくい。実際の地

震発生のメカニズムに近づけるため，海底全体の底上げをし，

大陸プレートが沈み込みむ様子を分かりやすくする（図９）。

・津波を発生させる板を結束バンドで結合し，可動範囲を広

げる。

・透明収納ケースの底に発泡スチロール製ブロックを敷き，

底板を載せて底上げをする。

4)外側から操作できるように後方の一部を切り抜き，レバーの

下げ幅を表す目盛を入れる（図10）。

5)プレート名を教材前面に掲示し，生徒が認識しやすくする。

・教材側面にプレートの掲示をし，レバーと連動させる。

④海岸部分の製作（図４の ｂ の部分）

津波の影響を分かりやすくするため，海岸部分の工夫をする。

1)町並の再現（図11）

・１cmの角材を堤防として設置する。

・バルサ材で家の模型を作り，底に鉛板を貼り重みをもたせ

る。

・プラスチック板（まな板シート）に道路を書き入れ，ほぼ

同じ地点に家の模型を設置する。

・引き波を再現するために傾斜をもたせて設置する。

・水面に船の模型を浮かべて波の様子を見やすくする。

図８ 津波発生部分(上)

図７ 津波発生部分(横)

図９ 底板の結合

図11 津波が襲う様子

図10 操作レバー

図６ 透明ビニールシートの設置
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2)リアス式海岸のような狭まった海岸の再現（図12，図13）

・押し出し発泡ポリスチレンを裁断する。

・浮かばないように，透明ビニールシートの下にはめ込む。

(3) 活用方法

①条件の制御方法

レバーを下げる目盛の数，セットする輪ゴムの数，アタッチ

メントの組合せ，底板の面積の大小の違い等で制御する。

②撮影した映像のスロー再生

本教材で作り出した津波を陸側から撮影し，スローモーショ

ンで再生することで，実際の津波のような映像になる。条件を

変えた二つの津波の様子を比較するために利用できる。カメラ

アングルを下げると津波が迫り来る様子が分かりやすくなる。

③注水，排水

バスポンプ（灯油ポンプ可）を用いて注水，排水を行う。

４ 設計図の作成

本教材を製作する際に必要な材料の一覧，裁断する寸法，製作

時の注意点など，行程ごとに図を入れて設計図を作成した。

５ 本教材への助言

専門的な見地から，全体の構造，津波の発生部分，津波の再現

性などに関して助言をいただいた。

(1) 秋田大学教育文化学部地学研究室 林信太郎教授

条件を制御しながら比較実験ができ，津波の発生メカニズムも

科学的に表現できている。教材として有効である。

(2) 秋田地学教育学会（平成23年11月26日）

透明収納ケースを用いた水槽の基本構造，津波発生部分の構造，

海岸部分の地形などが工夫された教材である（図14）。

６ 本教材を用いた授業展開例

本教材を用いて，興味・関心を高め，科学的な思考力を深める学習が可能であると考えた。第１

学年の地震の単元において，地震のメカニズムを学ぶ時間と単元のまとめの時間で本教材を用いて

授業を展開した。授業構想および授業の実際を次に示す。

(1) 授業構想

生徒が本教材に触れ，問いを見いだし，予想・仮説を立てて解決方法を考え，検証実験し，結果

から考察を深めていくという問題解決的な学習の流れを基本とする。教材の操作を通して，地震・

津波の発生メカニズムに関する科学的思考を深められるような展開を目指す。また，太平洋側の地

震・津波のメカニズムだけではなく，日本海側で過去に起こった地震や津波にも触れ，自分たちの

生活との関わりを意識させることを大切にする。

導入部分では，本教材で再現した規模の異なる２種類の津波の映像を見せ，「津波が大きくなる

のはどういう場合だろうか」という課題につなげる。予想を立て，条件を設定して比較実験を繰り

返し行いながら地震の規模と津波の大きさの関係について考え，表現することを目指す。

図14 学会の様子

図13 図12の断面図(Ａ-Ｂ)

図12 狭まった海岸形状
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(2) 授業の実際

本教材を用いて第１学年

４クラスで授業を行った。

１クラスは単元のまとめと

して問題解決的な学習を取

り入れた授業を行った。地

震の単元の指導計画と学習

過程を示す(図15)。授業で

は意欲的に本教材を操作し，

操作レバーの下げ幅等の条

件を変えて実験を繰り返し

行い，地震・津波に関して

考察を深める姿が見られた。

３クラスは地震のメカニズ

ムを学習する時間に本教材

を活用した。

授業後，生徒にアンケー

ト調査を行った。項目は教

材開発の基本方針が達成で

きているかを確認する内容

とした。全項目において肯

定的な意見が95％を超えた

(図17）。生徒が地震・津波

に関して多角的に考えを深

める上で，単元の中の様々

な場面で本教材を活用する

ことができると思われる。

授業の様子（図16）とアンケート結果（図17）および自由記述の一部を次に示す。

図15 指導計画と学習過程

単元名「ゆれる大地」

○指導計画（８時間扱い，本時案8/8）

学 習 活 動 時間 学 習 活 動 時間

１ 地震のゆれの伝わり方 ２ ４ 地震が起こるしくみ ３

(1) 震源，震央を理解する。 (1) 震源の分布とプレートの関係

(2) 地震の波の伝わり方には2種類ある を理解する。

ことを知る。 (2) プレートの運動と地震発生の

２ 地震のゆれの大きさ ２ メカニズムを理解する。

(1) 震度，マグニチュードを理解する。 (3) 津波模型を用いて，地震発生 (本時)

(2) 地震のゆれの広がり方について理解 のメカニズムについて考察す

する。 る。

３ 地震と災害 １

(1) 大地の隆起・沈降や災害について理

解する。

○本時の指導（８／８）

(1) ねらい（本時の目標）

○津波教材による比較実験を通して，地震の規模と災害の大きさについて考え，

表現している。 【科学的な思考・表現】

(2) 学習過程

段 階 学 習 活 動 指導上の留意点 評価

導 入 １地震の原因や災害について振り ・地震や津波の映像で，災

(３分) 返りをする。 害の怖さを伝える。

２津波教材で作った津波の映像 ・二つの津波の違いがよく

（町並からのアングル，大小２ 分かるように注目すべき

種類の規模の津波）を見る。 点を伝える。

展 開 津波が大きくなるのはどういう場合だろうか

(42分)

３予想を立て，確認するための条 ・制御した条件により，ど

件設定をグループで話し合う。 のような結果になれば予

想を確認できるのか明確

にさせる。

４予想をもとに実験をする。 ・条件設定を確認し，測定

基準を明確にさせる。

・条件設定が同じグループ

ごとに，津波模型で検証

実験をさせる。

５結果をワークシートにまとめ， ・考察をまとめる際，既習 ・地震や津波の

考察する。 事項を用いるようにさせ 発生メカニズ

る。 ムを説明して

いる。

まとめ ６地震の規模と災害の大きさにつ ・生徒の言葉をできるだけ 【思考・表現】

(５分) いてまとめる。 生かすようにする。 （行動観察）

（ワークシート）

７今日の授業を振り返り，自己評

価をする。

【アンケートの自由記述】

・実際に実験をして条件

を変えながらできたの

で，理解しやすかった。

・津波がどのように起こ

るのかやプレートの沈

み方で地震や津波の規模が変わることが分かった。

・同じゴムの力でもリアス式のように地形が狭いと大

きなビルも動いてしまうのがとても興味深かった。

・大陸プレートが跳ね返った時に発生する津波が町に

来る様子が見られ，津波の恐ろしさを改めて感じた。

・視点を変えていろいろな角度から津波の様子を見て，町並側から見ると怖いなあと思った。

図16 授業の様子

実施日 平成23年12月16日～21日

実施人数 １年生４クラス 91名

図17 授業後のアンケート

そう思う

どちらかというと どちらかというと

そう思わない

そう思う そう思わない

津波教材で地震・津波を

実感することができたか

地震の発生原因が分かり

やすかったか

津波の伝わり方が分かり

やすかったか

地震の規模と津波の大き

さの関係がつかめたか

実験はしやすかったか

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ⅲ 研究のまとめ

１ 成果

(1) 跳ね上げ式による津波教材

今回開発した跳ね上げ式の構造を取り入れた津波教材は，海溝型地震の発生と津波の伝わる様子

を同時に再現することが可能である。生徒が実際に手応えを感じながら操作して津波を発生させる

ことで，大きな力がプレートに蓄えられていることを実感できる。また，輪ゴムを用いることで，

地震の規模や津波の大きさなどの再現性をもたせることができる。

(2) 問題解決的な学習を可能とする教材

本教材の活用場面として，地震や津波のメカニズムを教師が演示して事象提示する場面の他に，

問題解決的な学習での活用ができると考える。ゴムの数，下げ幅，海岸部分の形状など，生徒自ら

が条件を制御しながら，手応えの変化，津波の大きさの変化を繰り返し体験できる。生徒が教材を

操作して大陸プレートのひずみと地震発生のメカニズムを理解することができ，生徒の興味・関心

を高める上でも効果的であった。また，分かりやすいという点だけではなく，本教材の側面や上方，

陸側から観察することができるため，多角的な視点で思考を深める事が可能である。自然の事物・

現象のメカニズムを効果的に捉える教材開発という視点から有効であると思われる。

(3) 安価な材料で簡便に製作可能な教材

①費用…総額5,000円程度で，安価かつ容易に手に入る材料により製作が可能である。市販の津

波模型教材のサイズは1090×100×230mmで，価格は198,000円である。

②製作…特殊な工具を用いず，短期間で容易に製作できる。教材本体は

５～６時間で製作することが可能である。

③形状…組み立て式で，コンパクトに収納できる。収納時の総重量は約

9.6kgである（図18）。生徒がよりはっきりと現象をつかむため

にはある程度の大きさが必要であり，教卓の上で事象を見せるためには三つのケースの

連結（全長 約2.5ｍ）が適当である。ケースを四つ五つと増やし，ダイナミックな実験

も可能である。汎用性という点では，基本構造である水槽や陸から海にかけての底板の

傾斜は小学校の流水の働きや地層のでき方の学習にも活用できると思われる。

２ 課題

今後，本教材の更なる軽量化や操作性を高めるために操作レバー部分の改良をしたい。また，本

教材の設計図や活用した指導案の例を紹介し，教材作成の容易さや授業で使用した際の効果を広め

たいと思う。また，総合教育センターで活用していただくために本教材を新たに製作したい。

３ 研究の今後について

本教材を用いた授業では，生徒が教材を操作しながら，目を輝かせて真剣に考える姿が見られた。

今後，生徒が地震や津波を正しく理解し，科学的な見方や考え方を養うために，多くの方々が本教

材を実際に製作し，理科の学習や防災教育等に活用していただけるような取組をしていきたい。
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