
地学基礎学習指導略案     担当者氏名 中村 亮 

教科・科目 選択 C 地学基礎 年次・組・人数 2 年次 5 組 40 名 

指 導 日 時 平成３０年１２月２１日(金)２校時 場 所 ３F 化学室 

使用教科書 実教出版 改訂版地学基礎 使用副教材 実教出版ビジュアルプラス地学基礎 

単元（章・領域名） 第 3 章 大気と海洋 単元の目標 
大気・海洋のエネルギーの移動がそ

れぞれの大規模な循環や流れに伴っ

ていることを理解する 

単元の指導区分 
（節と配当時間） （2 時/4）第 2 節大気と海水の運動 本節の目標 海洋の構造と動きを理解する 

本時の学習 
指導項目名 海水の運動 本時の目標 海水中の塩分濃度を構成物質に注意

して計算することができる 
指導過程 

 時間 学習内容 学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点 評価の観点 
導 
入 

５ 
分 

・実験の安全について 
 
・前時の復習「海水の

塩分濃度の表記法」 

・余計なものを置かないよう

指導する。 
・プリントで確認させる。 

 
千分率（‰）と百分率（％）

での一般的な海水の濃度につ

いて確認。 

 
数字の記載
（知識・表現） 

 
 
 
 

 
展 
 

 
 
開 
 
 

１５

分 

①塩分計・イオン計に

よる濃度の記載 
班ごとに 20mL ずつ海水を

取り，教卓上で使用する海水

の採取場所や採取時期を確

認した上で，塩分を計測。 
(アイスランド・カリフォル

ニア・ポーランド・東日本の

海水から選択させる) 

 
・ピペットの取り扱い 
・計測ごとに計測機器を蒸留

水で洗浄すること。 
・イオン計で計測については

時間の制約上指導者が各班で

演示・計測する。 

 
計測・機器の取

り扱い（技能） 

２０

分 

②蒸発による海水から

の塩分の取り出し 
 
 
 
 
 
 出てきた塩分を観察

し，秤量させる。 

斑に戻り，10mL 定量で海水

を蒸発させる。 
 
 
蒸発させた後に薬包紙に出

てきた塩分を取らせ，電子天

秤で秤量させる。 
桁に注意して観察させる。 

・ガスバーナーの取り扱い 
（火の勢いを蒸発皿の注意深

い観察で調節させる） 
 
・薬包紙の扱い方 
 
 
・電子天秤の秤量方法（ゼロ

点合わせから秤量まで） 

計測・機器の取

り扱い（技能） 
 
 
 
 
 
 
数字の記載
（技能・表現） 

ま 
と 
め 

１０

分 

・一般的な塩分濃度の

数値と比較 
塩分計の数値と，蒸発による

塩分の値は整合的か確認さ

せる。また一般的な海水の値

（3.5%）と比較して違いが

あればその理由について考

えさせる。 

・％と絶対量の関係の計算が

できるか注意させる。 
・イオン計での数値にも着目

させる。 

数字の比較
（思考・表現） 

指導上の

問題点と

反省事項 

 ガスバーナーや秤量に関する基本的な機器の取り扱いについて安全面を徹底させる。数値比較

時の％や絶対量の関係の計算を丁寧にさせること。一般的な教科書の知識の暗記ではなく，その

知識（塩分濃度）がどのように・なぜ変化をするのか総合的な知識をもとに考えさせたい。 

 



観測点4 東塩釜
観測点3利府馬の背

観測点1松島・雄島

海洋の塩分濃度物語
～沿岸の環境と海水の組成の関係～

(２)塩分濃度の計り方の工夫

※足元ほぼ0ｍ

沿岸比較の計測について

ドローン

遠投

宮城県利府高等学校 『ROSSO』
1年・谷美里 1年･榊原歩 2年･八巻修也 2年・須藤駿 2年・小野雅斗

(1)海水の塩分濃度って・・？
塩分：NaCl/MgCl2/MgSO4などからなり世界平均35‰
＝3.5％ほど（実教出版新訂版地学基礎より）。

降水量・蒸発量により季節変動がある。

⇒定点で見たときはどんな変化がどのくらいあるの
か？そしてその理由は・・・？

⇒季節によって、どのように変化をするのか？

(３)結果①濃度の定点観測

7月⇒10月変化

・Na+   ・K+   ・Ca2+   

(４) 考察
・松島湾内の定点で見ると、外洋＞内湾で塩分濃度が高くなっているという変化があった。

・宮城県内で比較すると、季節など陸地の影響で塩分濃度は高低する。夏は蒸発量の影響
があるのではないか。

・３つのイオンの中で、Ｋ⁺とＣａ²⁺の２つが季節によって変化する。

・塩分濃度の計測には陸地の影響を出来るだけ減らし，安定した計測をするために10m以上
は離して水を採りたい。

①いずれの計測でも
松島湾奥(雄島)は非常
に安定。
②内湾では夏⇒秋に塩分
濃度は低下。
③Ｋ⁺とＣａ²⁺は季節の変化
によって高低。

謝辞 本研究は笹川平和財団・日本財団・東京大学「海洋教育パイオニアスクール」の助成を受けて，

利府高校における地学基礎の授業と連携して行いました。

(参考）宮城県東部の塩分濃度10月（10日+27日）

無数字は
10000mg/L以
上で振り切
れたもの

結果② 沿岸距離と濃度（10月定点観測）

外洋に近い方が濃度が高い
石巻湾＝北上川の影響？

外洋に近い方が濃度が高く、金属イオン濃度も高い。
陸地に近いと淡水の影響があると思われる。
１０ｍも離れれば随分影響は少なくなる！

Na+ K+ Ca2+

Na+ K+ Ca2+

観測点2 双観山

ドローンは
軽量物しか
とれず。
遠投が手軽
で確実・・

Na+はほとんど振り切
れてしまった。

塩分濃度＝各イオンの濃度と見て良い。

・湾の奥では季節
変動は少ない。

・潮の動きがある
と不安定になるの

では。

秋に濃度は
うすくなる

(５) 課題
・計測で振り切れたNa+濃度（10000mg/L以上）をどう測
るか考えたい。塩分濃度とNaClは特に強い関係がある
はず。
・10m以上の沖合も今後採水に挑戦したい。

・無機物の塩類だけでなく他の栄養塩（亜硝酸やリン酸）
も調べると付近の農業排水の影響が分かるかもしれな
い。



(３)結果① 塩分濃度・イオン濃度の経年・定点観測

7月⇒10月⇒12月⇒3月の年間変化
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(２)塩分濃度の計り方の工夫と改善
※足元ほぼ0ｍから沖合へ，かつ安全に。

沿岸比較の計測について

ハイドロフォイルドローン 遠投

(比較）外洋～内湾の濃度10月（10日・27日）観測点②東塩釜

観測点③利府・馬の背 観測点⑤松島海岸・雄島

宮城県利府高等学校 『ROSSO』
1年・榊原歩 1年･谷美里 2年･八巻修也 2年・須藤駿 2年・小野雅斗

(1)海水の塩分濃度は一定か？
塩分：NaCl/MgCl2/MgSO4などで世界平均35‰

（実教出版新訂版地学基礎）。

降水量・蒸発量により季節変動。定点で観察すると･･･

①夏→秋→冬→春での各イオン濃度は同傾向で低下するも、
塩分そのものは春には回復。

②いずれの計測でも夏から秋はほぼ安定。
③内湾では秋→冬に塩分濃度は上昇。
④Ｋ⁺とＣａ²⁺は季節の変化によって高低に異なりが。

謝辞 本研究は笹川平和財団・日本財団・東京大学「海洋教育パイオニアスクール」の助成を受けて，宮城県利府高校
における地学基礎の授業と連携して行いました。

結果② 沿岸距離と塩分濃度・各イオン濃度（10月定点観測）

牡鹿半島周辺の比較

外洋に近い方が濃度が高い
石巻湾＝北上川の影響？

外洋に近い方が濃度が高く、金属イオン濃度も高い。
陸地に近いと淡水の影響があると思われるが１０ｍ離れれば影響は少なくなる。

Na+ K+ Ca2+

Na+ K+ Ca2+
観測点④松島・双観山

ドローンは軽量物し
かとれず。

大量に採水は遠投が
手軽で確実・・

Na+はほとんど振り切
れてしまった。

塩分濃度＝各イオンの濃度と見て良い。

（Ａ）塩分濃度：秋以降濃度はうすくなる

(５) 課題
・海だけでなく陸との関係がK+・ Ca2+で分かるはずで，特にCa2+と大気成分や貝類

（特に松島特産の牡蠣）の量との関係がある可能性がある。貝の生育や出荷量と関

係を調べる価値がある。

・計測で振り切れたNa+濃度（10000mg/L以上）をどう測るか考えたい。塩分濃度と

NaClは特に強い関係があるはず。

・10m以上の沖合も今後採水に挑戦したい。軽量化・遠投あるいはドローンの改良。

・無機物の塩類だけでなく他の栄養塩（亜硝酸やリン酸）も調べると付近の農業排水

の影響が見えるだろう。

観測点①七ヶ浜・菖蒲田

7月 12月 ３月

①七ヶ浜

②東塩釜

③馬の背

④双観山

⑤松島海岸

太平洋
（外洋）

0.0%
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1.0%
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3.0%

7月

10月

12月

3月

外洋 湾奥

湾奥では冬以降再上昇。

（Ｄ）Ｃａ２＋濃度
秋以降一気に低下

⇒変化がどのくらいあるのか？そしてその理由は・・・？

⇒季節によって、どのように変化をするのか？

球

上部に穴開け

球で安定して
遠方へ着水

浸水したら待って引
き上げるだけ！

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

mg/L

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

mg/L

（Ｃ）Ｋ＋濃度
秋以降に濃度低下

（Ｂ）Ｎａ＋濃度
秋以降一気に低下

Na+･･･いわゆる全塩分の代表
K+･･･陸地の肥料水？
Ca2+・・・海洋の二酸化炭素・貝類の摂取？

１、採水ボトルが沈んでから採水
２、回収するときに、素早く糸を引っ張る。

(４) 考察
【濃度の傾向から言えること】

・蒸発量の大きい夏では濃度は全体的に上昇することは明らか。

・松島湾内の定点で見ると、外洋＞内湾で塩分濃度が変わりにくくなっているという変化があった。この
理由は潮流によるもの。

・松島湾内で比較すると、季節など陸地の影響で塩分濃度はより多く高低する。
夏は蒸発量の影響・秋春は流入河川があるのではないか。

・３つのイオンの中で、「Na⁺」と「Ｋ⁺Ｃａ²⁺」の２群が季節によって異なる傾向の変化をする。
この理由として環境的変化と人為的変化とが考えられる。

【実験の手法として】

・塩分濃度の計測には陸地の影響を減らすために５～10m以上は離して採水すべきことを確かめた。
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The educational model for in-situ short-term ocean brine monitoring 

in the high school classes and science club activities
Ryo S. NAKAMURA (Miyagi Rifu high school, Japan)

ED31E-1087 

What is salinity in sea water?

Also for school students have poor experience
to find salts from sea water.

Where could we compare the sea water?

For example, August 2018...

(2) Continuous research 
with iso-climatic conditions

When?－－－How long ?:
Summer----Autumn-----Winter-----

July → October →December

Vaporize alteration between summer and autumn

Influenced by the Location(from lands water, tidal..) 

Purpose
(1) Make students recognize Ocean salinity components  

are much necessary elements, not only as Geoscientic 
knowledge!

(2) Make vividly geoscience class& science club training 
with students-made constructing experimental 
methode.

(3) Continuous measuring ocean saline will be able to 
mention short term climate change. 

Hope to students something find...    

How to get the sea water-
which is the best way to get saline-stable water?
(1) Using drone robots   (2) Far throw

Special Thank to:
We have made our program by the strong supported by Ocean education 

pioneer school program operated by the Sasakawa peace foundation 

For the future…
(1) Continue same condition measurem,ents

at least 2 days or more fine climate days, enough distance 
from river, human activities...

(2) Seek another reason for seasonal changing not only 
temperature, but also tidal influence.

Students opinion ＆ Feelings:
・Couldn’t know how much quantities of the salt
・we have discovered that the ocean saline has much more

differences by the location, climates, depth, distance from the 
lands…  

NaCl

MgCl2

MgSO4

CaSO4

KCl

Others

How much 

quantities of 

salts from the 

ocean?

How  to measure the brine?

(1)Experimental drying by burner 
heating

10mL=
10g

? g

3.5%＝0.35g per 10mL sea 

water?

(2) Measuring saline
quantities by Salinity meter

(electric conductivity)

Salinity meter (Sato co 

Ltd.)
Ionic meter (Horiba co Ltd.)

Venice beach LA :2.5%
Na+ :10000mg<
K+ :         44mg
Ca2+ :   990mg

Reykjavik W :2.3%
Na+ : 10000mg<
K+ :            8mg
Ca2+ :    300mg

...At regional 
field research

Intertropical convergence = Rainforests---Low salinity?

Subtropical ridge ---high salinity?

Subtropical ridge ---high salinity?

Iceberg 

- lower salinity
Iceberg 

- lower salinity
Iceberg 

- lower salinity

Międzyzdroje : 0.6%
(Poland, Baltric)
Na+ : 2000mg
K+ :           7mg
Ca2+ :   300mg

Ishinomaki :2.3%
Na+ : 8300mg
K+ :        33mg
Ca2+ :  700mg

Inner bay :2.6%
Na+ : 10000mg<
K+ :           42mg
Ca2+ :     790mg

Kinkasan :2.9%
Na+ :10000mg<
K+ :         44mg
Ca2+ :   820mg

(1) Seeking saline-stable water...
Simply, the saline averege is aroung 3.5%, but...
From coast..

Able to farer
But difficult to 

control...
Not able to farer

But easy to 
made & get water 

by students!

0m
2.1% 3m

2.2 %
5m

2.3  %
7m
2.5%

10m
2.6%

If we need 
more 

stability, it’s 
enough to 
seek 10m 
offshore

Students eyes①

Students eyes②

Kitakami
River

Salinity

(%)
Still water?Lands water?

My first imagine was…
Summer: Much vaporize and 

higher salinity
Autumn: less vaporize and water 
income by rain, river, agricultural 

exhausted water…

K+ Ca2+

Na+ was completely same tendency 
as Salinity

Onagawa:2.9%
Na+ :10000mg<
K+ :         43mg
Ca2+ :   820mg

A bit huge…

Weight, using 
baseball

Uma-no-se, Rifu town  July Uma-no-se, Rifu town  October

Uma-no-se means Horse’s back

Uma-no-se

Reykjavik S :2.6%
Na+ : 10000mg<
K+ :          45mg
Ca2+ :   1000mg
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