た昔 ながらの女工員の手に よる織物工場の労働環

くことがで き れ ば,巡検 の意義 も見 えて くる の

境 の劣悪 さは,い まだに私の 目に焼 きついてい る.

ではないだ ろ うか. またそれ に よって これか ら地

薄暗い小 さな工場 の中に鳴 り響 く機械 の轟音 に私

理学 を専攻 してい く為の気構 えが固め られれば と

は耐 えられず表 へ出て しまった.実地調査 におい

思 う.

て体で感 じた問題意識 を明確に して掘 り下 げてい

(9月 7日 内藤教官指導)

木更津 ･館 山巡検
蓮
1
0月 1日, 2日と式先生指導の下, 2年生 4回

尾

順

子

のだそ うだ.一旦,館 山寮に戻 ったのち今度はバ

目の巡検 が木更津 ･館山で行 なわれた.10月 1日

スで洲崎を まわ り平砂浦 に到着. s
a
ndスキー場

木更津に到着 した私達 は,房総の地形の見所 とし

を見学. これ は,浜堤の砂が冬の西風 に よって第

て,砂洲の列 ･穿入蛇行 ･成 田層 の台地 ･湾奥砂

3系丘陵地 (
三浦層 群)に吹 き上げ られたために

洲 の説 明を受 けたあ と,県立上総博物館を訪れ,

内陸 に形成 された ものである.再 びバ スに乗 って,

房総の歴史 ･文化の概要 をつかんだ.房総 は,育

相浜 ･布 良の 2つの漁業協 同組合を訪れ る.他 の

代か ら三浦半島 (
鎌倉) との結 び付 きが強 く, ま

例 に もれず, ここで も兼業化 ･高齢化が進行 して

た開発 も早か った とい う.博物館 内では,開発 に

お り,そのため高級魚志 向が強い とい うことであ

関連 して幾つか の水利技術 (上総掘 り ･横井戸マ

った.昼 食後,徒歩で安房神社へ.房総文化発祥

ンボウ ･川廻 し)に触れ ることがで きた.昼食後

の地 とされ る神社 内には,縄文海進時 に形成 され

今度は木更津駅か ら南東方向に進んだ林道付近 で

た海食洞 と思われ る先住民 の洞穴があ り,内部で

露頭を観察す る.かつて矢部川 に刻 まれた河床 が

は人骨 ･土器 ･貝塚が発見 され てい る.

地盤隆起に よって陸地に現れて形成 された とい う

バ スで野島崎に まわ り,海岸沿いを散策す る.

段丘が,黄色を呈す る東京パ ミス層,一列 に規則

関東地震 の際形成 された隆起波 食台を観察す るが,

正 し く並んだ段丘疎,あるいは地質の違 いを手掛

やや沖の方‑傾 いてい る. この頃,雨 が本降 りと

か りとして,露頭の中に,は っき りと見 て取 られ

なったため,長尾川の穿入蛇行観察は断念 し,一

た.

同,予定 より早 い帰路 につ くこととなった.
今回の巡検 では房総半島の地形 の随所 に地盤隆

翌1
0月 2日は拠点を館山に移 した.前 日とは う
ってかわ った ような雨空の下,朝食後の散歩 も兼

起 の痕跡 が見 られた ことが強 く印象に残 ってい る.

ねてまず沼のサ ンゴ層 の観察 に出か ける.開析 し

この隆起 が将来 も同 じスケールで続 いた場合,戻

た谷 が縄文海進 で溺れ谷を形成 し,水 が引いたの

総半島の地形 は どの ような変形を うけることにな

ちも埋積低地 としてその名残 りを とどめ る中に,

るのであろ うか.不安定 な地塊の上で生活を営ん

サ ンゴのか け らが点在す る.縄文海進 は 5m程度

でい る人間の小 ささ,危 なっか しさとい うような

5m付近 で も露頭観
であったに も関わ らず,海抜 1

ものを痛感せずにはい られ なか った.

察 が可能 なのは,その後の房総半島の隆起 に よる
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(
10月 1日〜 2日 式教官指導)

