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ジオパーク（地域）名 対象 ①他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム

アポイ岳 中1 アポイドリーム・プロジェクト

洞爺湖有珠山 高1 有珠山で森の誕生と変遷を学ぶ

糸魚川 保・幼・小・中 「食」を通じたジオパーク学習の実践

南アルプス
(中央構造線エリア）

小5・小6 小学校ジオ・エコツアー

山陰海岸 小 山陰海岸ジオパーク児童研究作品コンテスト

室戸 小 放課後子ども教室プログラム

島原半島

1.小・中・高
2.小・中・高
3.地域住民
4.小
5.中
6.地域住民

1.島原半島ユネスコ世界ジオパーク研究発表大会
2.小中学校・高校生ジオツアー
3.ジオ空教室
4.問題解決型ジオツアー「温泉ジオツアー」
5.問題解決型ジオツアー「島原半島トレジャーストーン」
6.久しぶりの英会話教室

恐竜渓谷ふくい勝山 中2 日本地図を用いて学ぶジオ‐エコ‐ヒトの"つながり"

隠岐 小6
土地の成り立ちを調べよう
隠岐の自然と人の学習帳～国立公園・ジオパークを活かした授業・活動プログラム集～

阿蘇 小 草原学習プログラム（阿蘇草原キッズプロジェクトの一環）

伊豆大島 小5・小6
防災教育チャレンジプラン『大人たちから子どもたちへ、子どもたちから大人たちへ、今伝え
たいこと』

霧島 小4～中・保護者 夏休み子ども火山スクール

磐梯山 小5 食育活動（磐梯山デコレーション寿司作り）

下仁田
高3　アドバンスコース選
択者

理科課題研究～地域の産業は自然の恵みをどのようにして活かしてきただろうか～

白山手取川
小3～高校生（白山市外の
人も含む）

ジオパーク学習支援員による、ジオパーク内でのフィールド学習（特定の名称なし）

秩父
小学生以上（低学年は保護
者同伴）

化石のレプリカ作り（実施場所：おがの化石館）

男鹿半島・大潟

1.小6・中1
2.小3～6・中1
3.小3～小6
4.小学生～大人
5.小4

1.ジオパーク学習センターと安田海岸の校外学習(小6理科「土地のつくりと変化」、中1理科
「大地の成り立ちと変化」)
2.火山・ジオパーク学習センターと寒風山の校外学習1(小6理科「土地のつくりと変化」 中1
理科「大地の成り立ちと変化」)
3.野外観察・鵜ノ崎海岸の地層と磯の生物(小3～小6総合的な学習・理科）
4.防災を学ぼう (総合的な学習・理科・生涯教育)
5.野外観察「一ノ目潟と先人たちの知恵と工夫」(小4社会科　総合的な学習(ふるさと学習)）

箱根
箱根ジオパーク内在住の小
学生

「夏休み子どもジオ講座」2017年、2018年実施

佐渡 園児～大人 佐渡のなりたち

銚子 小3以上とその保護者 親子で夏の自由研究ツアー

八峰白神 小学校全般 タブレットを用いたジオパーク紹介ポスターづくり

四国西予 西予市立三瓶中学校1年生 名称なし（授業18時間→文化祭と小学校で成果発表）

ゆざわ
1.
2.小学生
3.小学生

1.石当てクイズ
2.自分だけのジオそばを考えよう
3.石器づくり体験



ジオパーク（地域）名 対象 ①他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム

三陸
小6(単元名「大地のつく
り」）

理科の授業を活用した学習

おおいた姫島

おおいた姫島ジオパーク内
にある小学校（4・5・6
年）とおおいた豊後大野ジ
オパーク内にある小学校

教育交流事業（県内）

おおいた豊後大野 小5～中2 ジオ・ジュニアリーダークラブ

三笠

1.中1（小学校における総
合的な学習の時間を経て、
地域の特徴の基礎を学習し
た後に実施）
2.中2

1.スカイプ（TV電話）を活用した日本の多様性の学習及び自地域との特徴の比較による郷土愛
の醸成
2.ジオパーク解説員になろう（三笠中学校）

桜島・錦江湾
1.小学生以上推奨
2.主に小・中学生
3.主に小6

1.ガイドプログラム「火山体感バスツアー」「桜島火山ガイドウォーク」「桜島ビジターセン
ターガイド」
2.ジオキッズ講座
3.出前授業

とかち鹿追 小・中・高 新地球学（H18～H29年度 年30ｈ。H30～年20h)

立山黒部
富山県内の小学校高学年ク
ラス

水みらいプロジェクト　ジオパーク探検隊
（小5、6理科「流れる水の働き」や「大地のつくりと変化」、社会科「わたしたちの生活と環
境」に対応）

天草
1.小学生以上
2.天草地域の小・中・高

1.出前授業（石の標本づくり）
2.見学支援事業

苗場山麓
名称なし（総合学習の一環として学校のテーマに合わせて作り上げている。そのうちの事例2
点について記載）

Mine秋吉台
小学生以上（できれば小学
３年生以上）

ジオパーク同士のインターネット生中継

三島村・鬼界カルデラ 三島村4地区小中学生全員 教育・特産品開発業務委託事業

栗駒山麓
1.小・中
2.小
3.小・中

1.栗原の大地の動きを感じよう
2.伊豆沼・内沼で生き物とふれ合おう
3.栗駒山麓で大地の成り立ちを学ぼう

下北 小5 多様な情報を読み取り、自分の考えを深めよう(国語科11単位時間)

鳥海山・飛島
1.小・中・教職員
2.小6・教職員
3.小・中学校の教職員

1.出前授業
2.公開模擬授業、
3.教育関係者研修の実施
4.学習研究発表会

島根半島・宍道湖中海 小中高大学生 出前授業の実施

萩

1.小4以上
2.小1以上
3.小4以上
4.小3以上
5.小3以上

1.火山の成り立ちワークショップin笠山
2.火山と遊ぼう
3.須佐ホルンフェルスジオガイド
4.地球目線のまち歩きin萩城下町
5.長門峡自然学習

蔵王 中学生以上 樹氷のなぞ

北九州 学校団体、または教育団体 化石レプリカ作成キットの貸出し（北九州市立自然史・歴史博物館　受付）

東三河 小中学生 出前事業(各学年の学習内容に合わせた内容）

那須烏山 中学生 自分の足下を学ぼう！（中１理科、総合的な学習、部活動等)

三好市
高2（ツアー参加者として
中学生）

高校生によるジオツアー
 (池田高校　探究科ジオパーク班による中学生へのガイド)

五島列島 小6 小学校6年生の理科及びふるさと学習での取組



ジオパーク名(地域名)： アポイ岳ジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名： アポイドリーム・プロジェクト 

対象： 中学校１年生 

対象人数： ３０名前後 

所要時間： 総時間数 ７時間程度 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容：  

  

 激減するアポイ岳の高山植物の苗を育てることによって、アポイ岳（自然環境）への興味や愛着等を育

てるとともに、高山植物再生にもつなげようとする取り組み。 

 具体的には、11月から 12月にかけて、高山植物の種子をプランターに植えて、中学生が自宅に持ち帰

り、翌年 6月までの間、自宅で育てる。6月になったら苗をアポイ岳周辺に移植する。 

 このプログラムによって、アポイ岳に咲く高山植物への愛着が増す生徒も多く、自宅で育てることに

よりその効果は保護者へも波及している。 

 

 

 

 

 



 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 洞爺湖有珠山ジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名： 「有珠山で森の誕生と変遷を学ぶ」 

対  象  ： 高校１年生  

対象人数  ： １０～１００名 

所要時間  ： ６時間（休憩含む）  

対応科目  ： 高校生物基礎「植生遷移」  

実施者(複数回答可)： ジオパークガイド 

プログラム内容：  

 

    有珠山は、数十年おきに噴火活動が活発化する活火山です。 

噴火が始まる場所は、山頂に限らず山麓からも起こることがあります。 

２０世紀の間に起こった４回の噴火はそれぞれ違う場所で起こり、その度に火口周辺の 

植生は大きく変化してきました。有珠山周辺では、噴火によって破壊された植生が 

どのような経過をたどって回復していくのか、森の成長を観察することができます。 

 

テーマと見学場所 

 

 

 

 

実施方法（Ｈ30年度の実施例） 

① 事前授業 

『有珠山で森の誕生と変遷を学んでこよう！』で行く場所、学習ポイントを確認。 

② 野外学習当日 

  ・１クラスに２名の洞爺湖有珠火山マイスターを配置。 

  ・時間差を設けながら上記見学場所３か所すべてを周る。 

③ ガイド内容 

  ・狙いは、植物・森の観察を通して、その基盤となる大地の変動に気づかせること。 

  ・事前に生徒に付箋を渡しておき、歩きながら、感じたことや聞きたいことをメモしても  

らい、意見交換の時間を設けるようにした。 

・地滅温度計で実際の温度を確認し、地熱によって植生の回復が阻害されていることを知 

   る。 

  ・逆に、温かい場所だから成長できる植物も紹介し、多様性を学ぶ。 

  ・噴火活動の違いによる回復過程の違いを知る。 

  ・自然のシステムだけではなく、人間の生活と関連付けて説明した。 

【森のはじまり】西山山麓散策路 

（2000 年の有珠山噴火） 

【70 歳の森】 昭和新山 

（1943 年の有珠山噴火） 

【200 歳の森】有珠善光寺自然公園  

（1822 年の有珠山噴火） 



ジオパーク名(地域名)：糸魚川ユネスコ世界ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：「食」を通じたジオパーク学習の実践 

 

糸魚川ジオパークでは、ジオパークの大地の恵みの一つである「食」を通じ、子どもへのジオパーク学

習を推進する取組みを行っている。 

 

■「ジオ給食」の実施 

対象：各保育園・幼稚園・小中学校 

実施者：その他（市栄養士、栄養教諭、学校調理員等） 

プログラム内容： 

 子どもたちに、地元の食材や郷土料理を糸魚川ジオパークの恵みとして 

再認識していただくため、毎月第１水曜日を「ジオ給食の日」とし糸魚川 

ジオパークにちなんだ献立（地元食材、郷土料理、ジオサイトをイメージ 

したルックス等）を毎月提供している。 

 

■各小学校におけるジオパーク学習 

糸魚川ジオパークでは、糸魚川市及び市教育委員会が策定した子ども一貫教育基本計画において、ジオ

パーク学習を重要な教育活動として位置付けており、各園・学校では計画に基づいて独自にジオパーク

学習を行っている。その中でも「食」を通じたジオパーク学習の取組例を挙げる。 

【糸魚川東小学校】 

 ①地元の特産品（米、魚、野菜等）について調べる。（農家訪問等、現地学習も実施） 

 ②①の学習をもとに、オリジナルのジオ弁当を考え、図にする。 

 ③地元スーパーの協力で実際にジオ弁当を作ってもらう。 

 ④同スーパーで販売する。（児童は売り子として対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジオ学習の成果を

お弁当化 

地元スーパーの協力で

具現化 

学習した児童が販売！ 

(お客様への商品説明もする) 



ジオパーク名(地域名)：南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：小学校ジオ・エコツアー 

対象：小学校 5・6年生 

対象人数：1回に 30名程度 

所要時間：半日（希望があれば、事前学習（1時間程度）を設ける場合もあり） 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド／その他（国立信州高遠青少年自然の家職員） 

プログラム内容：  

〇南アルプスジオパークで学習できることの例 

 ・大陸時代に形成された付加体を連続して観察できるほか、化石の採取や観察もできます。 

  →地層や岩石の成り立ちは、6年生の理科の学習指導要領に対応します。 

 ・南アルプスの成り立ち。 

 ・南アルプスに生育する固有種や高山植物等。 

 ・中央構造線という大断層を直接観察することができます。 

  →断層と地震の関係や地形との関連、人の暮らしとの関わりを学ぶことができます。 

〇コース設定と実施 

上記に関連する 6 つのコースを設定し、学校側に学習したいコースを選択してもらいます。学校側

の希望があれば、自由コースとしてコース設定から対応しています。講師は、主にジオパークガイドが

務めています。コースの中で説明する内容はほぼ同じですが、担当ガイドによって説明の仕方に特色が

あり、子供たちの興味・関心を引くようにそれぞれで工夫をしています。 

 現地では、見るだけでなく、実際に触ったり手に取って観察してもらうことを大切にしています。知

識を教えるということよりも、実際の体験から大地の成り立ちや、私たちの暮らしとのつながりについ 

て考える機会なるようにと考えています。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：山陰海岸ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：山陰海岸ジオパーク児童研究作品コンテスト 

対象：ジオパークエリア内及び所管する府県に属する小学生 

対象人数：特になし 

所要時間：募集開始 6月後半～9月後半（3ヶ月） 

実施者(複数回答可)：山陰海岸ジオパーク推進協議会 

プログラム内容：別紙参照 

 

 







作成：山陰海岸ジオパーク推進協議会 



「水とともに生きる」

講評

作者：竹田　朋 さん
（鳥取市／城北小学校5年）

土砂災害のニュースを見て地域の
防災に興味を持ったことをきっかけ
に研究が始まった。川の流域マッ
プには、調査して見つけた棚田、
遊水地、頑丈な堤防などの写真が
貼られ、それらが地域の安全を
守っていることがよく分かる。地形
を利用した棚田の役割や、玄武洞
の玄武岩を護岸工事に活用する
事などに触れ、地域の自然が防災
にも活用されてことがよく分かり、
ジオパークをテーマにした研究とし
て優れている。

講評

平成29年度（2017年）

作者：前田　葵衣 さん
（鳥取市／美保南小学校6年）

毎年夏に行く砂浜がいつもより狭く
感じたことをきっかけに研究が始
まった。昔と今の航空写真の比較
や、海岸を管理している人に聞い
た話等を元にして、海や川での工
事が砂浜の減少に及ぼす影響に
ついて的確な考察がなされてい
る。サンドリサイクルや人工リーフ
など砂浜を守る工事も紹介し、美し
い浦富海岸が地域の人々のくらし
と共にあり、人々の取り組みによっ
て守られていることがよく分かる研
究作品である。

最優秀賞

応募作品数　127点

※学年は、受賞した年の学年となっております

最優秀賞 「浦富海岸を守る取り組み」

作成：山陰海岸ジオパーク推進協議会 
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優秀賞 「離れ岩のでき方」

作者：野澤　彩花 さん
（岩美町／岩美北小学校4年）

優秀賞

優秀賞 「岩美の海岸の地形と砂」

講評

離れ岩が「おもしろい形をしている」
と日常で興味を持ったこと・不思議
に思ったことが研究のきっかけに
なっている。自分なりに調べた結果
がイラストを用いてわかりやすく説
明されていた。離れ岩での新しい
発見、驚きが伝わってきた。

講評

講評

同じ岩美町内でも砂浜の砂が違う
ことに着目して、自ら海岸に砂を採
取しに行き、スコープを用いて、比
較している。砂の違いだけにとどま
らず、海岸の地形・景色が異なるこ
とにも着目した点が素晴らしい。海
岸の地形について今後も継続して
研究してほしい。

作者：河本　陸翔さん
（岩美町／岩美西小学校3年）

エコ石けんの作り方がとてもよく分かり
ました。また、ジオパーク内の材料でエ
コ石けんをつくっている点もよかったで
す。研究では、環境問題についても考
え、川や海を汚す原因は何か、ジオ
パークの環境を守るためにはどうした
らよいか、地域の持続可能（ジオくかの
う）な取り組みについて自分の考えを
しっかりと述べられていました。エコ石
けんをつくるだけでなく、こうした環境問
題もしっかりと考えている点が非常に
素晴らしい研究でした。

作者：保木本　悠 さん
（鳥取市／日進小学校3年）

「めざせ！「ジオくかのう」
　　～エコ石けんからはじめるチャレンジ～」
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講評

講評

優良賞 「鳥取砂丘」

講評

優秀賞 「山とうみの花をしらべたよ」

優良賞 「砂鉄のさい集」

作者：濵田　千芳 さん
　　　（岩美町／岩美西小学校2年）

理科の学習を通して、砂鉄について関心
を持ち、実際に３つの海岸と学校の砂場
に行き、自分で砂鉄を採取したところが
すばらしい。サンプルもわかりやすく整理
され、比べやすい。今後は、どうして場所
によって砂鉄の量に違いがあるのかにつ
いて調べると、さらによい研究になるだろ
う。

作者：岡田　将真さん
（香美町／奥佐津小学校5年）

作者：杉本　佑耶さん
（京丹後市／網野北小学校6年）

一般的な風化運搬浸食作用を、鳥取の
花崗岩の風化浸食作用・千代川の運搬
作用・海底の堆積と季節風の作用など砂
丘のでき方を身近な地域でよく理解し、イ
ラストでうまく表現しています。砂丘の微
地形（風紋・砂簾・砂柱）、砂丘の生き物
（スナガニ・ウミクワガタ）など砂丘の不思
議について着目したのがよかった。 た
だ、ジオパークの研究発表は理科の発
表ではありませんので、研究の内容が
人々の生活に生かされていることに言及
すればもっといい作品になったでしょう。

山陰海岸ジオパークは海岸付近だけ
ではなく山間部もエリアがあります。
海だけでなく、山に生えている植物や
どちらにも生えている植物も調べた点
が非常によかったです。地形や地質
に影響を受けて、植物も生きていま
す。植物一つひとつのとくちょうを調べ
ることも大切ですが、海辺や山間部に
生える植物のそれぞれに共通した特
徴や環境を考えるともっと面白い研究
になると思います。
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講評

講評

講評

講評

作者：稲垣　陽太 さん
（京丹後市／網野北小学校5年）

内容をきっちりし整理し、ジオパークの
テーマである大地・自然・人々との繋がり
がうまく表現されています。 また、コメの品
種の特徴や水と温度の関係などの要点を
とらえています。 ただ、もう少しジオパーク
との関係を調べたり、深く米作りの苦労や
工夫を調べたりすればさらにオリジナリ
ティがでたでしょう。

作者：北村 泰成 さん ・北村 愛地さん
（豊岡市／清滝小学校5年・3年）

作者：尾﨑　璃亜 さん
（岩美町／岩美北小学校2年）

優良賞 「丹後のお米のおいしさのひみつ」

優良賞

優良賞

「神鍋溶岩流でコツブムシ発見！！」

「いわみのいその生きものしらべ」

島の名前を調べるため、聞き取り調査とと
もに、船の上から調査し気付いた島の特
徴まで記録した、探究心あふれる作品。ま
とめ方も、地図や写真を活用し、周遊マッ
プともいえるものに仕上げている。様々な
観点から島々を比較しながら調査できて
おり、今後も探求的な研究に期待ができ
る。

海岸の生物に興味をもち、生息している生
物の違いを実際に海へ行き採取して丁寧
に調べており、努力の跡が感じられる作
品。まとめ方も、写真を効果的に使うなど
工夫している。調査結果から新たな気付き
があり、次回は水中調査を行いたいと意
欲的であり、研究の広がりが期待できる。

身近な田んぼで気になった珍しいコツブムシ
について調べ、その生息場所を知るため調査
範囲を広げている。また、結果について、写真
を効果的に使い、違いや気づきをまとめてい
るところが良い。本来、海に見られるコツブム
シが淡水に生息をしていることは、地球の歴
史と関係があるかもしれない。日本海を含む
山陰海岸ジオパークをひとつの研究エリアとし
て、楽しみながら学びを深めてほしい。

優良賞
作者：田中　莉奈 さん
（岩美町／岩美西小学校1年）

「うらどめかいがんのしま」
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         ジオパーク名(地域名)：室戸ユネスコ世界ジオパーク 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：放課後子ども教室プログラム 

対象：小学生 

対象人数：20人程度 

所要時間：1〜2時間程度 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容：  

・川の勉強 

子供達が学校の近くの川で水温や電気電導性、透明度を計測してみる。そして川に生息する昆虫などを

探して、図鑑を用いて同定することでどのような生物が暮らしているのかを発見する。そして、同定し

た水質指標種から河川の水質を判定することで身近な川について楽しく学んでいる。 

 

・防災まち歩き 

子供達が学校の近くで地震が起きた場合を想定して、避難ルートや避難所を確認しながら身近な町を歩

いてみる。その際、ハザードマップを見ながら、現在位置が津波浸水の可能性がある場所や、避難ルー

ト上で危ないところがないかをみんなで確かめる。 

 

 

・ジオ工作教室 

室戸で採取された化石のレプリカ作りや、地層の出来方を学べるキャンドル作りを体験出来る。 

 



ジオパーク名(地域名)：島原半島ユネスコ世界ジオパーク          

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：「島原半島ユネスコ世界ジオパーク研究発表大会」 

対象：島原半島内の小中学校および高校生 

対象人数： 

所要時間： 

実施者(複数回答可)：教員／協議会会員／ジオパーク事務局職員 

プログラム内容：  

【小中学生】 

夏休みの自由研究で島原半島の自然や地球現象などを取り上げた作品の中から優秀なものを集め、 

当ジオパークの拠点施設である「がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）」において、毎年年末年始の 

期間に展示を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校生】 

島原半島内の自然や地球現象などを研究した成果を発表を行っており、それぞれ最優秀賞、優秀賞、 

研究奨励賞を決定している。このうち最優秀賞および優秀賞を得た発表者は、日本国内のジオパーク 

に出向き、他のジオパークが実施している類似の研究事例を学んだり、自らの研究成果を他のジオパ 

ーク関係者に向けて発表する機会を設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム名：「小中学校・高校生ジオツアー」 

対象：島原半島内の小中学校および高校生 

対象人数：～100 名程度 

所要時間：1～7時間（要望に応じて対応可能） 

実施者(複数回答可)：教員／ガイド／ジオパーク事務局職員 

プログラム内容： 

島原半島内の小中学校の地域学習や体験学習のカリキュラムを活用して、ジオパーク学習を行っている。 

講師などについては、当ジオパーク協議会事務局専門員や認定ジオガイドが対応している。 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム名：「ジオ空教室」 

対象：島原半島内の地域住民 

対象人数：10～50 名 

所要時間：約 2時間 

実施者(複数回答可)：地域住民／ジオパーク事務局職員 

プログラム内容：地域住民を対象に様々な視点でのジオパークの魅力を伝えるため、 

「その道のプロ（各分野に長けている方）」を講師に迎え、毎月実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム名：問題解決型ジオツアー「温泉ジオツアー」 

対象：島原半島内の小学生 

対象人数：10名程度 

所要時間：約 7時間 

実施者(複数回答可)：ジオパーク事務局職員 

プログラム内容：小学校の理科での学習単元である「水溶液の性質」に関する学習を、島原半島から 

        湧出する温泉を用いて現地で行うもの。現地で温泉水の色、匂い、温度計を用いた 

水温測定を実施することにより、小学校の理科で特に重視される「五感を用いた対 

象物の比較」を行えるツアー。また、万能試験紙や pHメーターを用いれば、中学生を 

対象とした実習も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム名：問題解決型ジオツアー「島原半島トレジャーストーン」 

対象：島原半島内の中学生 

対象人数：20名程度 

所要時間：約 7時間 

実施者(複数回答可)：ジオパーク事務局職員 

プログラム内容：中学校の理科での学習単元である「大地の成り立ちと変化」に関する学習を、 

島原半島には中学校の教科書に記載されている 3種類の火山岩に加えて、平成噴火で 

噴出したデイサイトが分布している。また、半島南部には、九州山地から流入してい 

た河川が運んだ様々な堆積岩や変成岩のレキが、浸食によって堆積層中から洗い出さ 

れ、海岸に打ち上げられている。このように、島原半島全域を周遊することで様々な 

火山岩やレキなどを観察することができることを活用したツアー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム名：「久しぶりの英会話教室」 

対象：雲仙市の地域住民 

対象人数：12名 

所要時間：2時間 

実施者(複数回答可)：雲仙市教育委員会 

プログラム内容： 

・学生の時に習ったけど、もう一度習いたい… 

・海外旅行先でちょっと使える英会話を習いたい。 

・国際化が進む昨今、外国の人と会話ができたらいいな！ 

･･････英会話を習いたい理由はさまざま･･････この機会にチャレンジしませんか？ 

=>地域の食・見どころ・人を教材にして、地域に親しみをもってもらう。 

       



ジオパーク名(地域名)：恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：日本地図を用いて学ぶジオ‐エコ‐ヒトの"つながり" 

 

対象：中学 2年生 

 

対象人数：11人 

 

所要時間：総合の時間の選択科目の 1コース，全 17コマのうちの 5コマ (この授業の前にジオパークの

概要などは説明済み) 

 

実施者：教員／ジオパーク職員 

 

プログラム内容：3～4人のグループに分かれ，各グループに A1サイズの県境のみが書かれた白地図を配

布し，そこに自分たちの知っていることを何でもいいので書き込んでもらった (ピンポイントで示せる

ものはピンポイントで山，川，海，平野，海流，歴史，文化，特産品，世界遺産，ジオパーク，エコパー

クなど)．次に，地図帳などを用いて加筆・修正 (この時に，例えば日本の高い山ベスト 3や長い川ベス

ト 3，などを調べたりさせ，何も書かれていない都道府県がなくなるように)．生徒が書いたものをいく

つか取り上げ地球科学に関する講義を行った (例えば，「東日本大震災」とあったら，地震のメカニズム，

断層，プレートについてなど．地図にプレート境界や近くにある断層などを書き込む)．最後に，「もし日

本海の拡大が起こらず，日本が大陸の一部のままであったなら，みんなが書き込んだものの中で，なくな

るものは何でしょう？」と問いかけ，理由と合わせて一人 1つずつ (出尽くすまで) 発表してもらった．

正解・不正解はあってないようなものだが，論理的に説明できているかを考え，フォローを行った．日本

海形成とどんなものにどんな"つながり"があるのか，当たり前と思っている現在の日本の背景には大地

の活動があるということを知ってもらった． 

応用 今回は中学生を対象としたが，中学生～一般まで対象となりうる．大学生以上なら，どれだけの時

間を掛けられるかにもよるが，日本地図を書くことから始めるてもいいかもしれない．逆に，地方・県・

市町村のようにエリアを絞れば，小学校高学年くらいも対象になりうるだろう．また，問いかけもこれに

限らず，地域に応じて，様々なものを想定することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ジオパーク名(地域名)：隠岐ユネスコ世界ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：土地の成り立ちを調べよう 

隠岐の自然と人の学習帳～国立公園・ジオパークを活かした授業・活動プログラム集～ 

対象：小学 6年生 

対象人数：1学級 40人程度 

所要時間：2時間程度 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド 

プログラム内容：  

 本プログラムは 4～5人のグループに分かれて、学習を行う。まず、講師から隠岐の大地について説明

を聞き、大地にはシマ模様がある。シマ模様は部分でなく、面的に広がっているなどを理解してもらう。 

実際に現地に行き、なぜシマ模様の見えるのか自分の目で観察してもらう。本プログラムではワークシ

ートを用いて、それぞれ地層の観察、化石の観察をしてもらい、スケッチし、一つ一つの地層が色や手触

り、粒の大きさや幅の違う層が積み重なってシマ模様に見えることをわかってもらえるように作成して

いる。また、事後学習でも観察した結果から、グループごとに話しあって考えてもらうことなど取り入れ

ることで、土地の成り立ちをについて学べるようにした。 

 また、子どもたちがイメージしやすいように図を用いたり、写真を使ったり、補助教材や実験機材を活

用し、土砂の堆積実験を行うものこともできるように準備している。 

 このプログラムでは、身近にある地域資源を活用する学習につなげていくものになっている。 

 本プログラムはあくまで、一例であり、子どもの実態に合わせ、実施者が組み替えやすいものになって

いる。 

 

現地での地層観察の様子 



 

ワークシート１ 

 

 



 

ワークシート２ 

 

 



 

ワークシート３ 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 阿蘇ユネスコ世界ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：草原学習プログラム（阿蘇草原キッズプロジェクトの一環） 

対象：小学生 

対象人数：クラス毎（３０名前後） 

所要時間： 

実施者(複数回答可)：ジオパークガイド／地域住民／その他（阿蘇草原再生協議会草原環境学習小委員

会） 

プログラム内容：  

阿蘇地域には、面積 22,000haの広大な草原があり、それらは人の手によって少なくとも 1,000年以上守

り継がれてきたと言われる、阿蘇地域の重要な資源の一つである。その草原に触れる体験学習を通じ、

草原保全への理解と、地域で育まれてきた営みやその基盤となる大地・自然環境について学びを深める。 

 

＜基本プログラムの一部＞ 

・阿蘇のカルデラと草原の成り立ちを学ぼう 

・あか牛と草原について学ぼう  

・草原のススキで野草紙を作ろう  

・野焼きについて学ぼう  

・草原のいきものについて学ぼう   

  

草原環境学習小委員会のコーディネーターが学校と講師の調整を図っている。学校、環境省、公益財

団法人、ジオガイド、地元住民などが講師となり、地域全体で学習のサポートを行う体制となっている。

また、小学生と住民とのふれあいの機会にもなる。小学生当時に本プログラムを受けた現在の高校生が、

野焼きボランティアに登録するという成果も見え始めている。 

 

 

 

 

 



 

 

ジオパーク名(地域名)：伊豆大島ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：防災教育チャレンジプラン『大人たちから子どもたちへ、子どもたちから大人たちへ、

今伝えたいこと』 

対象：小学校 5～6年生 

対象人数：制限なし 

所要時間：11ヵ月間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容：  

①事前学習会 2016年 4～5月  

◎本事業の目的と取り組み内容を児童一人ひとりに自覚させる 

まずは、伊豆大島火山の噴火現象の特徴と火山災害を科学的に学ぶ。そのうえで、大人たちから火山噴

火体験についてインタビューしてとりまとめ、それを発表することによって、得られた災害教訓を今度

は子どもたち自ら島民に伝承するとともに、防災意識・噴火災害への備えの必要性を呼び掛ける。 

◎具体的目標として取り組む事項 

「伊豆大島の火山噴火の歴史を知る」 

「専門家の説明から、火山噴火によって起こり得る現象と被害、防災を知る」 

「噴火災害体験者の話を聞く」 

「壁新聞を作成して、島民に火山災害・防災を呼びかける」 

 

②聞き取り調査準備 2016年 5～6月  

◎聞き取り調査・調査結果とりまとめ・壁新聞製作の作業工程のグループ分けを行う 

◎噴火災害経験者・防災関係者を選定し、対象者ごとの聞き取り調査項目を作成する 

 

③聞き取り調査の実施 2016年 5～9月  

◎噴火災害体験者を招いて聞き取り調査を行う 

◎町の防災担当・消防・警察等を訪問して聞き取り調査を行う 

◎グループごとに調査結果をとりまとめる 

◎家族・親戚・近隣者等の身近な大人に聞き取り調査を行う 

◎各自で調査結果をとりまとめる 

 

④聞き取り調査結果のとりまとめ 2016年 5～9月  

◎グループごとに結果をとりまとめ、その感想と壁新聞で伝えたいメッセージを考える 

  



 

 

⑤壁新聞制作 2016年 9～11月  

◎壁新聞のレイアウトアイデアを出し合い、製作する 

◎火山防災について学んだ内容と伝えたいことを再確認する 

◎口頭発表の準備と練習を行う 

 

⑥校内発表会 2016年 12月  

◎各学校で保護者を招いて壁新聞の口頭発表会を開催する 

 

⑦「噴火 30周年シンポジウム」での発表 2016年 12月  

◎シンポジウム会場での展示発表、及びステージで口頭発表する 

 

⑧島内展示 2017年 1月  

◎島内各地区の公民館等公共施設において壁新聞を巡回展示する 

 

⑨小冊子制作・配布 2017年 1～2月  

◎実施過程と壁新聞をとりまとめた小冊子を製作する 

◎島内及び島外火山地域（自治体・学校等）に配布する 

 

⑩今後に向けた企画会議の実施 2017年 3月  

◎会議開催：島内生活指導主任会にて本プランの成果を確認する 

◎継続実施に向け、大島町教育委員会において教育課程に防災教育実施を策定する 

 

【本プランの特徴】 

1．災害・防災について子どもたちが「教えてもらう」という受動的な学習段階から、子どもたちが「調べ

る」、子どもたち同士が「伝え合う」、子どもたちから大人たちへ「発信する」、といった主体的・能動

的な行為に発展させる取り組みであること。また、大人たちが子どもたちへ伝え、それを受けた子ども

たちが大人たちへ発信することによって、防災意識向上の相互作用が期待できる取り組みであること 

2．これまで学校内あるいは保護者間のみで完結していた防災学習から、子どもたちが聞き取り調査を行う

ことによって地域の大人たちとのつながりをつくり、取りまとめた調査結果を島内で広く発信すること

によって、島民全体の防災意識の向上につなげていくという、島ぐるみの波及効果が期待できる取り組

みであること 

 

  



 

 

事前学習会・聞き取り調査準備 

  

  

  

  

  



 

 

聞き取り調査の実施・取りまとめ・壁新聞制作 

  

  

 

「噴火 30周年シンポジウム」での発表  

  

  

  

町の防災対策の説明 地域の方からの聞き取り 

火山博物館で噴火災害の説明 まとめ作業 



 

 

 壁新聞（抜粋）  

   

   

 
  

 



ジオパーク名(地域名)：霧島ジオパーク          

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：夏休み子ども火山スクール 

対象：小学校４年生～中学生、保護者 

対象人数：３０名 

所要時間：１日 

実施者(複数回答可)：大学研究者／ジオパーク職員 

プログラム内容： 火山活動の仕組みや火山の恵み、防災などを講義と実験をとおして学ぶ。 

 



ジオパーク名(地域名)：磐梯山ジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：食育活動（磐梯山デコレーション寿司作り） 

対象：小学生 5年生（猪苗代町の小学 5年生全員、町内６校） 

対象人数：約１００名 

所要時間：５０分 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容：協議会で作成した磐梯山のライス型を使用して、児童がそれぞれのデコレーション 

寿司を作成する。ジオパーク協議会のガイドと地域の食生活改善委員によるお米の 

消費拡大及び食育とジオパークの普及活動を実施したもの。 

 



ジオパーク名(地域名)：下仁田ジオパーク      

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：理科課題研究～地域の産業は自然の恵みをどのようにして活かしてきただろうか～ 

対象：高校 3年生 アドバンスコース選択者 

対象人数：20人程度 

所要時間：2時間×21回 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド／ 

プログラム内容： 実習 4回、事前学習・調べ学習など 12回 

 下仁田の産業（ネギ・コンニャク・鉱山資源）などと自然の関りを実習を通じて学習し、大地と人の関

りを学習し、発表を行う。 

 

 実習１：流れる河川の働きとコンニャク精粉水車見学 

 実習２：河原の石の見学と砂鉄集め（第四回の実習のため） 

 実習３：下仁田ネギ畑の土壌とローム層の観察 

 実習４：テルミット反応を用いた製鉄実験と下仁田の製鉄の歴史 

 

 これらの実習を通じて、年度末に学習発表を行う。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：白山手取川ジオパーク      

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：ジオパーク学習支援員による、ジオパーク内でのフィールド学習（特定の名称なし） 

対象：小学３年生～高校生（白山市外の人も含む） 

対象人数：～１２０名程度まで（場所にもよる） 

所要時間：半日、全日（希望の時間で調整可能） 

実施者(複数回答可)：その他（ジオパーク学習支援員） 

プログラム内容：「ジオパーク学習支援員」とは、小中学校の退職教諭によるボランティアグループで、

白山手取川ジオパークの素晴らしさを子供たちに伝えたいという想いから、平成２４年１月に立ち上が

った。山から海までのエリア全域を対象に実際に訪れて、歩いてまわり、白山手取川ジオパークのテーマ

である「水の旅、石の旅」の視点で解説する。湧水を飲む、モノ作りをするといった体験を行う場合もあ

る。もともと各学校が春や秋に行っていた遠足行事や、ふるさと学習に合わせて利用されることが多い。

“水の旅”“石の旅”の学びを、調べたり、聞いたりするだけではなく、ジオサイトなどの見どころを目

の前に、地質や大地の成り立ちを絡めた学習支援員のお話を聞くことでより深い理解となる。また、元小

中学校の教員であることから、児童・生徒への伝え方や学校現場への配慮に意識がある点が大きな特徴

となっている。様々な理由から、現役の先生だけでは子供たちとの野外活動が困難になりつつある学校

にとっては、教育現場への理解が厚い支援員の存在があることで、積極的に校外へ出やすくなる。なお、

白山市外の学校も受け入れており、学習の狙いや生徒・クラスの雰囲気にマッチする遠足になるよう、現

地情報や移動時間等、スケジュール作りのアドバイスに努めている。 

 

 

2018.6.20 松任小学校３年生 獅子吼高原にて 2018.9.22 敦賀気比高校１年生 



ジオパーク名(地域名)： ジオパーク秩父   

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：化石のレプリカ作り（実施場所：おがの化石館） 

対象：小学生以上（低学年は保護者同伴） 

対象人数：10名以上 20名以下の団体に限る（学校の授業等の場合は要相談） 

所要時間：概ね 1時間程度 

実施者(複数回答可)：地域住民 

プログラム内容： おがの化石館のアンモナイトや三葉虫などの化石から作った模型の上から粘土を押し

当てて型を取り、石膏を流し込むと本物そっくりの化石レプリカが完成します。持ち帰

ってお好みで色を付ければ、さらに完成度が増します。 

 ※ 1ヵ月前までに要予約・体験料：1人 300円（別途入館料必要） 

 

■化石レプリカの作り方 

 

 ①粘土で化石の型をとります 

 

 

 ②石膏を水で溶きます 

 

 

 ③溶かした石膏を型に流し込みます 

 

  

④石膏が固まるまで館内見学 

 

 

 ⑤２０～３０分で固まります 

  

⑥固まったら、型から外します 



  

 

 ⑦いい感じに出来上がりました！ 

 

  

⑧化石（レプリカ）の抜け殻？です 

 
 

 



ジオパーク名(地域名)：男鹿半島・大潟ジオパーク           

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

◆プログラム名：ジオパーク学習センターと安田海岸の校外学習 

対象：小学 6 年、中学 1 年 理科(小学 6 年「土地のつくりと変化」、中学 1 年「大地の成り立ちと変

化」) 

対象人数：約 50～60人位まで 

所要時間：120分～150分 

実施者：男鹿市ジオパーク学習センター説明員 

プログラム内容： 午前中のみ、学校の昼食時間までに終了できるスケジュールとして人気が高い学校

教育支援プログラム。ジオパーク学習センターで男鹿半島・大潟ジオパークを通して大地の動きを 30分

～40分ほど学び(液状化現象実験、火山噴火実験含む)、その後、学習センターから車で 20分ほどで行く

ことができるジオサイト・安田海岸の露頭で地層観察を行う。安田海岸の観察時間は約 60 分。約 800ｍ

の露頭には第四紀・約 40万年間の地層が続く。ここは泥岩層、砂岩層、亜炭層、貝化石層、広域火山灰

層、傾斜不整合、断層と小・中学校で学ぶ理科に適した地層が揃い、児童でも容易に観察できる。例え

ば砂岩や泥岩構成粒子の粒径の違いについて実際に地層に触れ、粒子の大きさを自ら確かめ当時の環境

を推察することができる。また広域火山灰として白頭山男鹿テフラ、阿蘇 1テフラ、洞爺テフラのほか、

戸賀火山から噴出した男鹿パミスタフも観察できるため、遠方から飛来した火山灰と近隣から飛来した

火山灰層の層厚や岩相の違いも比較できる。さらに児童は化石に特に関心が高いことから、貝化石層の

観察時間に余裕を持たせ見つけた化石から当時の環境について考えさせる。傾斜不整合の観察はダイナ

ミックな地層の動きが体感でき、不整合面とその上下の地層をスケッチさせた後で、教材を使い地層が

不整合に重なっていく過程を解説する。断層面では断層のでき方を説明する。注意点として安田海岸に

は小川が流れており水位が高くなる場合もあることから事前に長靴を準備させる。また波が高い場合も

あるので事前に安全かどうか確認する。雨天時は野外観察を中止し、館内に安田海岸の地層の一部や貝

化石、火山灰を準備し、バーチャル体験学習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安田海岸露頭での地層観察        館内で行う火山噴火実験 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨天時は館内でバーチャル体験学習を行う   化石のできかたをイラストで解説 

 

 

◆プログラム名：火山・ジオパーク学習センターと寒風山の校外学習 

対象：小学 3年～6年、中学 1年  理科(小学 6年「土地のつくりと変化」 中学 1年「大地の成り立

ちと変化」)  総合的な学習(ふるさと学習) 

対象人数：約 50～60人位まで 

所要時間：120分から 150分 

実施者：男鹿市ジオパーク学習センター説明員 

プログラム内容： 半日の学校教育支援プログラムとして利用されている。ジオパーク学習センターで

男鹿半島・大潟ジオパークを通して寒風山や目潟火山群・戸賀火山の噴火活動について学んだ後、車で

20 分ほどで成層火山・寒風山に到着する。玄武岩の溶岩じわや溶岩堤防、安山岩の火山岩尖が崩れた跡

が観察でき、溶岩の粘りの違いによる火山地形の違いを学ぶことができる。溶岩の粘りの違いと火山地

形については寒風山に出かける前にジオパーク学習センターで火山噴火実験を行いその違いを観察して

おく。爆裂火口の斜面には風穴があり、児童には温度計で風穴内の温度と外気の差を確認させる。なぜ

温度差があるのかについてみんなで話し合った後で解説する。さらに寒風山は貴重な植物の宝庫で、約

400種近くの植物が生息しており貴重な植物を知る機会となる。そのほか山麓には湧水が多くみられ、中

でも滝の頭湧水は地域の水源としても利用されている。溶岩の割れ目から地下に沁み込んだ雨水が溶岩

の端から湧き出していることを知ることで湧水が火山の恵みであることも学ぶことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山岩尖の観察             風穴の観察 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内で溶岩の粘りの違いを実験で観察  火山岩尖をイメージする教材 

 

 

◆プログラム名：野外観察・鵜ノ崎海岸の地層と磯の生物 

対象：小学 3年～6年生   総合的な学習  理科   

対象人数：約 50人～60人まで 

所要時間：ジオパーク学習センター含む 120分(現地 60分)   

実施者：男鹿市ジオパーク学習センター説明員 

プログラム内容： 小学 3、4 年生は海岸の磯の生物観察が主体、小学 6 年生は土地のつくりと変化が

主体となる。ジオパーク学習センターからは車で約 30分で到着する。鵜ノ崎海岸は新第三紀中新世の深

海の時代。水平な波食台が広がる露頭全体の観察から褶曲を観察でき、海岸の珪質頁岩から魚の化石も

見つかることも多く、これらから当時の環境を推察してみる。また石油根源岩であることからその理由

も解説する。小学 3、4年生は地層の概略のほか、海岸の磯の生物観察を主にしている。この海岸ではカ

ニ、ヤドカリ、ウミウシなどが生息しておりそれらの生物の観察を通して磯の自然について学ぶことが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸で化石が含まれた珪質頁岩を探す   磯の生物を見つけ観察する 

 

 

 

 

 

 

 



◆プログラム名：防災を学ぼう 

対象：小学生～大人   総合的な学習 理科  生涯教育 

対象人数：約 50人～60人まで 

所要時間：60分～90分 

実施者：男鹿市ジオパーク学習センター説明員 

プログラム内容： センター内に「男鹿と地震の記憶ブース」が設置されており、男鹿半島における地

震災害の歴史や資料を展示している。昭和 14年の男鹿地震の後に作詞作曲された「復興歌」も併せて展

示し、DVDで当時の歌を再現した音源を聞くことができる。また電子黒板を使用してパワーポイント「防

災を学ぼう」で男鹿半島の過去の地震や日本でなぜ地震や火山噴火、河川の氾濫などの災害が多いのか

を解説し、体験学習(液状化現象実験、竜巻実験)と併せて学ぶことができる。さらに詳しく男鹿地震や

日本海中部地震について知りたい方(大学生など)にはパワーポイントで詳しい当時の地震関連情報を紹

介している。文学好きの方には防災に関連した文学書(幸田文の『崩れ』)を紹介している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震ゾーンで男鹿地震を調べる大学生   液状化現象実験を行う生涯教育の団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯教育にも適した竜巻実験       男鹿地震の後につくられた復興歌  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防災を学ぼう」のパワーポイント   文学好きの方には防災に関連した文学書を紹介 



◆プログラム名： 

野外観察「一ノ目潟と先人たちの知恵と工夫」 

対象：小学 4年  社会科  総合的な学習(ふるさと学習) 

対象人数：約 50～60人まで 

所要時間：ジオパーク学習センター含む 120分(現地 60分～90分) 

実施者：男鹿市ジオパーク学習センター説明員 

プログラム内容： 男鹿半島・大潟ジオパークを社会科の視点から捉えた授業支援。一ノ目潟は目潟火

山群の 1 つでマール湖や捕獲岩・かんらん岩の産地、さらに年縞が調査された湖としても広く知られて

いる。平成 19年に天然記念物に指定されている。この一ノ目潟は地元では古くからコメを作るのに必要

な農業用水を溜めておく「ため池」として使われてきた。現在は地域の人々の飲料水などの水源として

も利用されている。新田開発を目的に爆裂火口である一ノ目潟を農業用水のため池として活用するため

人の手で水路トンネルを掘った先人たちの歴史を学ぶ野外観察は、今まで理科主体であったジオパーク

の教育活動としては新鮮である。発展型学習として当時の偉人として寒風山の湧水を活用して荒地を水

田地帯に変えた渡部斧松や飛砂から田園を守ろうと砂防林をつくった栗田定之丞など秋田県内の農業指

導者なども紹介。また地球上の水の量として海水や氷河などを除くと私たちが実際に利用できる水は少

ないことも発展型学習として紹介している。注意事項として一ノ目潟を見学する場合は関係機関の許可

が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一ノ目潟を観察            八望台から目潟火山群を観察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一ノ目潟を溜池にした新田づくりを絵で解説   男鹿半島に残る一ノ目潟の昔話も紹介 



ジオパーク名(地域名)： 箱根ジオパーク   

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：「夏休み子どもジオ講座」2017年、2018年実施 

対象：箱根ジオパーク内在住の小学生 

対象人数：20名程度 

所要時間：2017 年 3 日間開催 第 1 回「石博士になろう」（7/27）       13：00～15：30 

第 2回「ジオツアーを体験しよう」（8/3）     9：00～11：30 

第 3回「化石のレプリカを作ろう」（8/10）     9：00～11：30 

2018 年 2 日間開催 第 1 回「箱根火山の立体模型を作ろう」（7/27）  9：00～12：00 

         第 2回「ジオサイト見学とワークショップ」（8/1） 9：00～15：00 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド 

プログラム内容：  

 

2017年 

第 1回 「石博士になろう」 

 酒匂川で拾った石を観察し、石のでき方を説

明することで地域の成り立ちを学びました。ま

た、自分で石を分類し、オリジナル標本を作製

しました。 

 

 

第 2回 「ジオツアーを体験しよう」 

 「夕日の滝」や「蛤沢」などのジオサイトを

見学し、第１回で学んだ石や地層を実際に触

れ、硬さや重さ、大きさなどを身を持って体験

した。 

 

 

第 3回 「化石のレプリカを作ろう」 

 第 2 回で訪れた「蛤沢」で採取された化石の

レプリカを製作することで、貴重な地域資源の

ことを考えた。 

作成したレプリカは地蔵堂地区の「金太郎の

遊び石休憩所」に展示し、「蛤沢」周辺の案内や

地域の成り立ちについて解説しました。 

 

 

 

 



2018年 

第 1回 「箱根火山の立体模型を作ろう」 

 箱根火山の地形を理解するために、透明なお

弁当容器のふたを使って立体模型を作成し、箱

根火山の複雑な地形とそのでき方を学びまし

た。また、矢倉岳の成り立ちをジオガイドの方の

紙芝居で見てもらい、矢倉岳の特異な山容を理

解するとともに第 2 回のジオサイト見学へ繋が

るようにしました。 

 

 

第 2回 「ジオサイト見学とワークショップ」 

 午前中は南足柄市矢倉沢地区をジオガイドの

方と巡り、地域の特徴を知るとともに、それを活

かして生活する人々の話を聞きました。 

 午後は、グループに分かれ、調べたことや新し

く知ったこと、考えたことを模造紙にジオ新聞

としてまとめ、これからの矢倉沢地区のあり方

や自分の夢について発表を行いました。 

 作成したジオ新聞については、矢倉沢自治会の 

イベント時に展示します。 

 



ジオパーク名(地域名)：佐渡ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：佐渡のなりたち 

対象：園児～大人 

対象人数：20名程度がベスト 

所要時間：10分～20分 

実施者(複数回答可)：教員○／ジオパーク職員◎／ジオパークガイド◎／地域住民×／その他 

【凡例 ◎：実施できる  ○：存在を知っている、一部は実施している  ×：実施できない】 

プログラム内容：  

 児童等に協力していただき、佐渡のなりたちを劇で再現する。 

 現在は佐渡に特化した内容になっているが、工夫すれば日本列島のなりたちや、それぞれの地質的特

徴を盛り込んだ各ジオパークの劇ができるのではないかと思う。学習のまとめとして実施している。 

 

＜キャスト＞ 

 大陸、大佐渡、小佐渡 

 

＜内容＞ 

① 大陸、大佐渡、小佐渡はかつて一緒だった 

② 大陸から大佐渡、小佐渡が切り離され、離れていく（湖、金銀鉱床、日本海の形成） 

③ 大佐渡、小佐渡は海の底へ一度沈む（日本海が深くなる） 

④ 大佐渡、小佐渡は隆起し、土砂等で国中平野が形成される 

⑤ 金銀鉱床を連れて隆起したことで金山の発展⇒食料増産のための新田開発⇒現在まで続く農業 

⇒トキが生息する田んぼ⇒人々の暮らし（伝統文化） 

 



ジオパーク名(地域名)：銚子ジオパーク           

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：親子で夏の自由研究ツアー  

対象：小学生 3年生以上とその保護者 

対象人数：20-30人 

所要時間：半日～1日 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド/大学教員 

プログラム内容： 銚子ジオパークの自然を題材に、親子で夏休みの自由研究を仕上げる教育プログラム。

前半はフィールドワーク、後半は、講義、実験、観察、標本づくりなどを行い、知見を深め、最後に指導

者が自由研究のまとめ方を指導する。平成 30年に実施した内容は以下の通り。 

 

① 砂の世界を見てみよう 

② 目指せ！化石博士！！上級編 

③ ヤドカリの行動を探る 

④ 海藻押し葉を作ろう！ 

⑤ 銚子の風を調べよう！ 

⑥ きのこ探検隊！ 

⑦ 目指せ！化石博士！！ 



 

チラシ おもて 

 



 
チラシ 裏 



ジオパーク名(地域名)：八峰白神ジオパーク           

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：タブレットを用いたジオパーク紹介ポスターづくり 

対象：   小学校全般 

対象人数： ２０名程度 

所要時間： ５時間程度  

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容：  

 総合的な学習の時間を使い、小学校周辺のジオサイトをジオガイドに案内してもらいながら学ぶ。そ

の際、一人に一台貸与されているタブレット端末のカメラでジオサイトを撮影。 

 のちに、現地での学習を振り返りながらまとめ、自分たちで撮影した写真を使いポスターを作成する。 

 



ジオパーク名(地域名)：四国西予ジオパーク         

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：特に名称は定めておりません 

対象：西予市立三瓶中学校 1年生 

対象人数：39名 

所要時間：18時間（全 13回の授業に分けて実施） 

実施者(複数回答可)：教員、ジオパーク職員、ジオガイド、ジオパーク事業委託業者（一般社団法人ノヤ

マカンパニー、一般社団法人 SGS） 

プログラム内容：  

西予市立三瓶中学校は、リアス海岸に面した海側の「三瓶」と呼ばれる地域の学校で、西予市の宇和盆

地や山側の野村・城川地域に普段から親しんでいない。こうした三瓶以外の地域のジオサイトや市内各

施設を見学することで、景観や暮らしの違いを理解するとともに、現地学習の計画の立案やスライド作

成を通じて生徒たちの主体的な問題解決能力を養うことを目的とした。授業計画および実際の授業には

教員やジオパーク職員だけではなく、ジオガイドや事業委託業者も加わり現地学習に携わる多くの人間

が授業のねらいを把握できるように努めた。年間に実施した各授業については以下の表を参照されたい。 

 

2018年の年間スケジュール(実施済) 

月日 時間 授業内容 授業のねらい 

6/25 2 導入と岩石標本製作 四国西予ジオパークを理解する。 

7/2 2 三瓶地域の学習 自分たちの地域の特徴を再確認する。 

7/9 2 各自のテーマ決め 各自の関心に沿った目標設定と現地の下調べ。 

7/17 2 バーチャルジオツアー

と班分け 

各自が設定した課題とスライド発表の模範実

演を考慮して班分けする。 

9/5 2 現地学習の計画作成 生徒自ら現地学習の計画を立てることで、 

現地で調べる内容を明確化させる。 

9/18 1 日 現地学習 各自が設定した課題に合わせて各サイトを 

見学し必要な情報を集める。 

9/25 2 スライド作成と練習 文化祭と三瓶小学校での実践に向けた練習。 

10/2 2 スライド作成と練習 文化祭と三瓶小学校での実践に向けた練習。 

10/9 2 スライド作成と練習 文化祭と三瓶小学校での実践に向けた練習。 

10/15 2 スライド作成と練習 文化祭と三瓶小学校での実践に向けた練習。 

10/22 2 スライド作成と練習 文化祭と三瓶小学校での実践に向けた練習。 

10/28 2 文化祭で発表 保護者等も招いた文化祭で実践することで学

習成果を地域に還元する。 

11/5 2 三瓶小学校で発表 実践とこれまでの学習の再確認。 

 

 

 



 

9/5 現地学習の計画作成 

 

 

 

9/18 現地学習 

 

 

 

10/15 スライド作成、発表練習 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/28 学内発表会で発表 

 

 

11/5 三瓶小学校で発表 

 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：石当てクイズ 

対象： 

対象人数：20人程度 

所要時間：15分～20分 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド 

プログラム内容：  

①一人（又はグループ）に一つ、種類の違う岩石をそれぞれ配布する。 

②配られた岩石を観察してもらい、気づいたことを用紙に書いてもらう。 

③少し時間をおいたあと、ヒントとして岩石の名前と、実施者が観察した岩石の特徴を示す。 

④③で示したものを基に、再度岩石を観察してもらい、観察結果を書き足してもらう。周囲の人と話

をしたり、お互いの岩石を見せ合ったりしてもよい。 

⑤正解を示し、答えあわせをする。 

⑥岩石の見た目や名前がなぜ違うのか、どのようにできているのかを説明しながら、地球や自地域の

大地のでき方について説明する。 

 

・座学の導入として実施することが多い。 

・これまでじっくりと石を見たことがない人もいるため、最初は何を見ればいいのか戸惑う人が多い

が、実施者が挙げる特徴や周囲の人と話すことで、段々と岩石の特徴をあげられるようになる。 

・代表的な岩石を幅広く紹介する場合は、購入した岩石標本を活用するので岩石の産地は自地域でな

い。自地域の大地の形成に注目して紹介する場合には、自地域に産する標本で実施できればより理

解が進むことが期待される。 

・座学の目的が岩石の理解に重きを置いている場合は、スケッチをしてもらったり、薄片と偏光板 2

枚とルーペを準備し、簡易的な境下観察を組み込んだりするなどができる。 

 

※成果物の資料や写真等、雰囲気のわかるものがあれば貼付してください。 

   



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：自分だけのジオそばを考えよう 

対象：小学生 

対象人数： 

所要時間：30分（考える時間のみ） 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民 

プログラム内容：  

湯沢の大地の歴史やそれに伴って発展した産業、資源の活用について話をした後、湯沢の食材を使って、

自分でジオそばを考える。優秀な作品を 1 つ、地域の蕎麦屋さんで実際に調理してもらって期間限定で

販売した。 

 

  

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：石器づくり体験 

対象：小学生 

対象人数： 

所要時間：60分 

実施者(複数回答可)：その他（秋田県埋蔵文化財センター職員） 

プログラム内容：  

外部講師をよび、黒曜石と鹿の角などを使って石器づくり体験を行った。作った石器でなすを切るな

どして、切れ味を確かめた。 

ゆざわに産する縄文時代の石器は黒曜石よりも硬質泥岩でできたものが多い。ゆざわに産する岩石や

ゆざわに産していない黒曜石の話から、当時の物流の話などもすることができる。 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：三陸ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：理科の授業を活用した学習 

対象：小学校 6年生 

対象人数：24名 

所要時間：約 2時間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド（地域住民） 

プログラム内容： 単元名「大地のつくり」全 16時間のうちの 9時間目と 10時間目 

地域の地層観察を通して教室の授業で学習した大地の構造やでき方についてデッサンや写真を撮るなど

して確かめる学習。 

現地での説明は、現地でガイド業を行っている団体（認定ガイドがいる）で、授業者による説明も加わり、

子供たちの郷土に対する愛着や環境の保全、観察するマナーについても同時に学び、ジオパークのサイ

トの活用に役立てられている。 

 

ジオサイトの一つ「ハイペ海岸」 

  

（化石の入っている岩をガイドの説明を聞きながら、自分の目で確かめている子供たち） 

 

（岩石にできている縞模様で、層の様子をデッサンや写真にて特徴をまとめている子供たち） 



ジオパーク名(地域名)：おおいた姫島ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：教育交流事業（県内） 

対象：おおいた姫島ジオパーク内にある小学校（４・５・６年）とおおいた豊後大野ジオパーク内にある 

小学校 

対象人数：約５０～７０名程度（対象校・対象学年により毎年変動有り） 

所要時間：１泊２日の行程を２回 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／教育委員会等 

プログラム内容： このプログラムは、２０１３年から開始された事業で、おおいた姫島ジオパーク内の

小学校（村内１校）とおおいた豊後大野ジオパーク内にある小学校（複数校ある内、対象校１校）の小学

生がそれぞれの地域を訪れる。各地域に訪れた際は、地域の事やジオパークについて紹介、発表を行う。

活動は班活動となり、両校の教員やジオパーク職員等が付き、活動を支える。また各ジオサイトの見学す

る際は、各地域の小学生が説明、ガイドを行い、場合によってはクイズ形式でガイドを行う。最後には４

日間を通して、それぞれの地域で見たことや不思議に思ったこと、自地域との違いや共通するところを

ワークショップ形式でまとめる。 

事前に各地域のジオパーク職員が対象の児童にジオパーク学習を行うので、授業の中でジオパーク通じ

て地域の特徴を学ぶことができ、教員との連携も出来る。修学旅行とは違った宿泊教育のため、各地域の

自然に触れることができるプログラム。またそれぞれおおいた姫島は、海に囲まれた地域、おおいた豊後

大野は山に囲まれ、また川があるので、海や川で遊ぶことができ、子どもにとっては非常に楽しみにして

いる事業。 



ジオパーク名(地域名)：おおいた豊後大野ジオパーク           

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：ジオ・ジュニアリーダークラブ 

対象：小学校５年から中学校２年 

対象人数：希望者１５名程度 

所要時間：４ 

日間 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／公民館職員／ジオパークガイド／県立美術館職員など 

プログラム内容： 公民館の青少年事業と提携し土日や夏休みを利用し、希望者を絞り学校教育では困難

な体験学習など実施し、青少年のふるさとを愛するす力を育み、かつ市内小中学校の参加していない児

童生徒にもジオパークの面白さ広める役割も担っている。 

※成果物の資料や写真等、雰囲気のわかるものがあれば貼付してください。 

●事業名 第 1 回ジオジュニアリーダークラブ 

●日時 平成 30 年 6 月 30 日（土）13：00～16：45 

●実施場所 中央公民館視聴覚室及び市内ジオサイト（沈堕の滝、大迫磨崖仏） 

●事業の対象者 青少年対象 成人・一般 女性のみ 高齢者のみ その他 

 ※人権同和教育の

み 

 同和問題 女性 子ども 高齢者 障がい者 外国人 医療 様人権 

●参加者 全体 16 名 （うち女性 10 名 男性 6 名） 

●趣旨 感受性豊かな子どもたちがジオパーク学習や交流を通じて、ふるさとを愛し、たくまし

く生きる力を育むことを目的とする。 

●講師等 ジオパーク推進協議会事務局 豊田徹士氏など 

●参加者負担金 なし  ・  あり （2,000 円） 

●事業の内容 ・社会教育課長の挨拶、アイスブレイク、ジオサイト見学、座学、振り返りシートの記

入 

●感想、成果及

び市政への反

映など 

・天候に恵まれず、予定していたジオサイトをほとんど見学できないまま終わってしま

ったのが大変残念であった。また予定変更でアイスブレイクなどの室内活動を行うた

め、地域おこし協力隊の岩里さんと朝から検討に検討を重ね、変更プランを練ったとこ

ろが大変苦労した。 

・廣瀬課長よりあいさつ、子どもたちも緊張した面持ちで真剣に聴いていた。 

・アイスブレイクを行い、初対面の子ども同士の気持ちもほぐれたのではないかと思っ

た。 

・沈堕の滝と大迫磨崖仏見学においても真剣に豊田氏の話を聞いていた。 

・振り返りシート（感想）において、沈堕の滝のことがよくわかったという意見が多か

った。 

・次回以降も引き続き、推進協と話をしながら特にジオパークについてして我々が知っ

てほしいと思う部分、また子どもたちが知りたい部分に対応していきたい。そして何よ

り安全に事業が遂行できるよう注意を図っていきたい。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●事業名 第 2 回ジオジュニアリーダークラブ 

●日時 平成 30 年 7 月 14 日（土）10：00～18：05 

●実施場所 阿蘇ジオパーク及び市保健センター 

●事業の対象者 青少年対象 成人・一般 女性のみ 高齢者のみ その他 

 ※人権同和教育のみ  同和問題 女性 子ども 高齢者 障がい者 外国人 医療 様人権 

●参加者 全体 14 名 （うち女性 7 名 男性 7 名） 

●趣旨 感受性豊かな子どもたちがジオパーク学習や交流を通じて、ふるさとを愛し、た

くましく生きる力を育むことを目的とする。 

●講師等 阿蘇ジオパークのガイド 

●参加者負担金 なし  ・  あり （   円） 

●事業の内容 ・阿蘇のジオサイト見学、振り返りシートの記入、説明会 

●感想、成果及び

市政への反映な

ど 

・天候に恵まれたが、暑さが気になる朝を迎えた。クーラーボックスにお茶（2

Ｌ×3 本）を用意し、万全を期した。 

・移動中のバスの中で、3 班に分かれチーム名を考えたが、なかなか意見がまと

まらず班長が苦労していたようであった。（チャーリーブラウン、ジュラピーク、

モコパーク） 

・当初予定した中岳火口付近の見学は、噴煙が上がっているため中止となった。

別案で用意していた、杵島岳登山に切り替えた。 

・山の上の風は非常に心地よかったが、登山道は急で、何度も休憩しながら登っ

た。 

・途中でアサギマダラを目撃したり、磁力のある石を見つけたりしたので、子ど

もたちも興味津々であった。 

・頂上から見る阿蘇の風景は絶景であった。ボランティアガイドの方の懇切丁寧

な説明にみんな聞き入っていた。特に地図や写真を使っての説明は大変わかり

やすかった。 

・帰りのバスでは多くの子どもがつかれて寝ていたが、元気のいい子たちは終始

騒いでいた。 

・説明会では欠席者 3 名以外の保護者が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●事業名 第 3 回ジオジュニアリーダークラブ 

●日時 平成 30 年 8 月 3 日（金）9：00～16：35 

●実施場所 もみじや駐車場～川上渓谷 

●事業の対象者 青少年対象 成人・一般 女性のみ 高齢者のみ その他 

 ※人権同和教育のみ  同和問題 女性 子ども 高齢者 障がい者 外国人 医療 様人権 

●参加者 全体 15 名 （うち女性 9 名 男性 6 名） 

●趣旨 感受性豊かな子どもたちがジオパーク学習や交流を通じて、ふるさとを愛し、た

くましく生きる力を育むことを目的とする。 

●講師等 商工観光課（地域おこし協力隊）岩里実季 

●参加者負担金 なし  ・  あり （   円） 

●事業の内容 ・市内のジオサイト見学、振り返りシートの記入 

●感想、成果及び

市政への反映な

ど 

・第 3 回が台風により中止されたこともあり、何としても晴れてほしい気持ちで

いっぱいだった。天候に恵まれ、暑さが気になる朝を迎えた。クーラーボック

スにお茶（2Ｌ×3 本）などを用意し、万全を期した。 

・移動中のバスの中では、いつものように子どもたちはワクワクしながら現地へ

向かった。行く途中では推進協議会事務局の豊田主幹より説明があった。 

・行く途中で、奥嶽川にて川の様子を眺めた。 

・もみじや駐車場に到着し、早速散策を始めた。 

・山の上の風は非常に心地よく、登山道もなだらかな道ではあったものの、何度

も休憩しながら登った。 

・岩里さんによる説明を受けながら歩いた。普段見られない植生に子どもたちも

興味津々であった。特にケイビランは貴重な植物であるので、そのレア感に子

どもたちの目は輝いていた。 

・帰りのバスでは多くの子どもがつかれて寝ていたが、元気のいい子たちは終始

騒いでいた。 

・大変有意義な会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業名 第４回ジオジュニアリーダークラブ 

●日時 平成 30 年 8 月 23 日（木）9：30～15：50 

●実施場所 中央公民館美術工芸室 

●事業の対象者 青少年対象 成人・一般 女性のみ 高齢者のみ その他 

 ※人権同和教育のみ  同和問題 女性 子ども 高齢者 障がい者 外国人 医療 様人権 

●参加者 全体 17 名 （うち女性 10 名 男性 7 名） ※全員出席 

●趣旨 感受性豊かな子どもたちがジオパーク学習や交流を通じて、ふるさとを愛し、たくま

しく生きる力を育むことを目的とする。 

●講師等 大分県立美術館 榎本寿紀 氏 

●参加者負担金 なし  ・  あり （   円） 

●事業の内容 ・岩絵の具の作成、絵を描く、閉講式 

●感想、成果及び

市政への反映な

ど 

・台風 19 号及び 20 号の影響で、夜から朝にかけ雨が降る予想があったため、開催

するかどうか早朝 5：00 に判断し、決行となった。 

・増水していることを前提に、使用する石を予め準備していた。 

・石を砕いて絵具にするため、石をトンカチで砕いていたが、子どもたちは大変苦戦

していた。 

・絵具にも色々あり、膠・アラビアゴム・卵・乾性油と様々あること、またそれぞれ、

日本が、水彩画、テンペラ画、油彩画・洋画に用途がわかれることがわかった。そ

の点は大変勉強になった。 

・できた絵具で絵を描いていたが、大変楽しそうであった。 

・閉講式では廣瀬社会教育課長の挨拶のあと、参加者 17 名が感想を述べた。 

・振り返りシートでは、また参加したいとの声もあり、来年度についても引き続き実

施していく必要があることを感じた。 

・ただ、全体を通して反省点を洗い出し、次回につなげる必要があると感じた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：三笠ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

◆プログラム名：スカイプ（TV 電話）を活用した日本の多様性の学習及び自地域との特徴の比較による

郷土愛の醸成 

 

対象：中学 1 年生（小学校における総合的な学習の時間を経て、地域の特徴の基礎を学習した後に実

施） 

 

対象人数：40～50名 

 

所要時間：2コマ（事前・事後学習等により＋2～4コマ程度） 

 

実施者(複数回答可)：ジオパーク専門員並びに事務局員 

 

プログラム内容： 各地域において総合的な学習の時間やコミュニティースクールなどで、自地域につ

いて学習を行う機会は多い。しかし、他地域との比較などについては、社会科などの単元での実施が多

く、情報が断片的であり「繋がり」に関して意識して学習する機会が少ない。 

また、旅行好きな家庭を除き、日本全域を幅広く訪問することは少なく、学校行事としては、修学旅行

などの宿泊を伴うもののみであり、小中高校を通じてもその機会は数回レベルである。 

今回のプログラムでは、数カ所（同意点・相違点のあるジオパーク）とスカイプ中継を繋ぎ、各地域に

おける特徴について専門員もしくは事務局員から直接話を聞く。 

郷土愛の醸成や地域を深く学習する上で、自地域の優れている点や不足している部分などについては、

様々な地域を知り、比較することにより、深化した学習を行うことができる。この学習では、ジオパーク

ネットワークを活用し、各地域を一定の科学的根拠に基づき、正確に地域の特徴を伝えることができる。

そうすることにより、比較及びさまざまな繋がりなどについての理解が深まり、理科や社会、その他の単

元との横断的な繋がりを理解し、深い学習ができる。 

（H29年度～ゆざわジオパーク・Mine秋吉台ジオパーク） 

（H30年度～ゆざわジオパーク・Mine秋吉台ジオパーク・隠岐ユネスコ世界ジオパーク） 

 

 

三笠の場合は旭川にある北海道地図株式会社に訪問し、日本全国の各ジオパークの特徴などについて

も併せて学習している。(北海道地図㈱とスカイプをつないで説明してもらうのもありか？) 

 

https://youtu.be/9lHx-zhvTvE 

 

 

 







まちの現在・未来川　・ダ　ム地　層・ 化　石 炭鉱・集治監・鉄道 文　化・産　業 関連する単元
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三笠小・三笠中の地域学習カレンダー

◆ わたしたちの県のまちづくり

◆ わたしたちのくらしと国土

● 食料生産を支える人々
● 工業生産を支える人々

● 国土の自然とともに生きる

◆ 新しい時代の幕あけ
◆ 近代国家に向けて
◆ 戦争と人々の暮らし
◆ 平和で豊かな暮らしを
目ざして

● 三笠の特産品を知ろう

● 太古の三笠は海の底！？
アンモナイトからわかる
過去のこと

● 三笠の炭鉱と鉄道の歴史

● 米作りから三笠を学ぼう

● わたしたちの大好きなまち
～わたしの住むまちはどんな
まち～

● 働く人とわたしたちのくらし
～店で働く人と仕事～
～工場で働く人と仕事～

● 健康なくらしとまちづくり
～ごみはどこへ～

● 安全なくらしとまちづくり
～事故・事件のないまちを
目ざして～

● 昔から今へと続く
まちづくり

● 郷土の発展につくした人々
● 三笠の歴史物語「菊石」

● まちが大すき
たんけんたい

● えがおのひみつ
たんけんたい

◆ 流れる水のはたらき
◆ 川と災害

◆ 土地のつくりと変化

◆ 雲と天気

◆ 水のすがた
◆ 水のゆくえ
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◆ 身近な地域の歴史
◆ 二度の世界大戦と日本
◆ 現代の日本と世界

● 自然の恵みと災害

◆ 大地の変化を読み取る

● ジオパーク解説員になろう

◆ 世界からみた日本のすがた
◆ 近代の幕開け

◆ 近代の日本と世界

◆ 気象の観測
◆ 前線とまわりの天気の変化
◆ 大気の動きと日本の天気
◆ 雲のでき方と水蒸気

◆ わたしたちの暮らしと
経済

● 科学技術と人間 ● 私たちにできること

◆ わたしたちの暮らしと
現代社会

◆ 日本の諸地域
◆ 身近な地域の調査

◆ 大地を学ぶ

● 健康なくらしとまちづくり
～水はどこから～

● 安全なくらしとまちづくり
～災害からまちを守るために～

★しらせたいことをかこう
★えにっき

★なつのおもいでをはなそう
★たのしかったことをかこう
★のりもののことをしらせ
よう

★むかしのおはなしを
たのしもう
●「わたしの町」

★ようすをよく見てかこう
★みぶりについてせつめいし
よう

◆表とグラフ
★つづけてみよう̶日記̶
★つながりをせつめいしよう
★手紙を書いてつたえよう

★見つけたことをわかり
やすく書こう
★くりかえしのあるお話を
作ろう

★メモをもとに文章を書こう
★音読発表会をしよう
★しゃしんをつかって、
せつめいしよう

★じゅんじょを考えて
せつめいしよう
★むかしのお話を楽しもう
★よこ書きの書き方
●おまつりの音楽

★作り方をせつめいしよう
●日本のたから　ふじ山

◆長さ
◆表と棒グラフ
★「発見ノート」を作ろう

★理由やれいをあげて説明
しよう
★いろいろな手紙を書こう

◆円と球
◆重さ
★原稿用紙の書き方
★自由研究のまとめ方

★書いてつたえよう
●ふるさとの里山

◆大きな数
◆折れ線グラフ
◆がい数
★横書きの書き方

●きぼうのさくら

◆面積
◆垂直、平行と四角形

◆立体
★ポスターを使って発表しよ
う
★書いて伝えよう

●わたしの町の火の用心

◆整数と小数
◆整数の性質
★「情報ノート」を作ろう

★「町じまん」を一つ
選んで、すいせんしよう
★横書きの書き方
★ノートのまとめ方

◆平均
◆単位量あたりの大きさ
◆割合
★立場を決めて話し合おう

★配列を整えて書く

◆帯グラフと円グラフ
★資料をくふうして効果的に
発表しよう
★目的に合わせて書く

★書いて伝えよう
●ことだま

◆速さ
★学校案内パンフレットを
作ろう

★話し合って考えや意見を
一つにまとめよう

◆拡大図と縮図
★意見を出し合おう
★説得力のある文章を書こう
★横書きの書き方

●米百俵
●共に生きる生活

★書いて伝えよう
●暮らしの中の政治
●国を愛する心

★フリップを用いて報告する
★体験したことを文章にする
★お気に入りの一品を紹介
する

★学習を生かして書く
●古いシラカバの木

★行事などの案内文を書く
★友達のスピーチを聞く

★図表を用いて報告する
★アイデアを出して話し合う
●地域の食材を生かした調理

★図表を用いて提案する
★学習を生かして書く
★ミニ英字新聞を作ろう！
●この町が好き

★お礼の手紙を書く
★道案内

★役割を決めて討論する
★道案内ができる

★一言でまとめ一言から
広げる
★自分たちの町のガイドブッ
クをつくろう！

●「あついぞ！熊谷」

★図表などの資料から文章を
書く
●わたしたちの暮らしと民主
政治

地方自治と住民の参加

★課題を解決するために話し
合う

◆技能に関する単元
★思考力・判断力・表現力に関する単元
●学びに向かう力・人間性に関する単元

●国語　●算数・数学　●英語　●音楽　●家庭科　●道徳地域科 理科 社会科
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身近な地域を知る

地域の歴史

を学ぶ

日本・世界のなかで

考える視点を得る

大地の成り立ち

を学ぶ

地域の未来を描く
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● 工業生産を支える人々

まちの現在・未来川　・ダ　ム地　層・ 化　石 炭鉱・集治監・鉄道 文　化・産　業 関連する単元

３

１

２

３

１

２

３

１

２

３

１

２

３

１

２

３

小
２

小
３

小
６

小
５

小
４

岡山小・萱野中の地域学習カレンダー

◆ わたしたちの県のまちづくり

◆ わたしたちのくらしと国土
● 食料生産を支える人々

● 国土の自然とともに生きる

◆ 新しい時代の幕あけ
◆ 近代国家に向けて
◆ 戦争と人々の暮らし
◆ 平和で豊かな暮らしを
目ざして

● 地層から三笠発見

● 三笠の米作り
● わたしたちの三笠

● 市の人々の仕事

● 健康なくらしとまちづくり
（ごみ）

● 安全なくらしとまちづくり
～事故・事件のないまちを
目ざして～

● 昔から今へと続く
まちづくり

● 郷土の発展につくした人々
● 三笠の歴史物語「菊石」

● まちが大すき
たんけんたい

● えがおのひみつ
たんけんたい

◆ 流れる水のはたらき
◆ 川と災害

◆ 土地のつくりと変化

◆ 雲と天気

◆ 水のすがた
◆ 水のゆくえ
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◆ 身近な地域の歴史
◆ 二度の世界大戦と日本
◆ 現代の日本と世界

● 自然の恵みと災害

◆ 大地の変化を読み取る

● ジオパークを極めよう

◆ 世界からみた日本のすがた
◆ 近代の幕開け

◆ 明治維新と立憲国家への
歩み

◆ 気象の観測
◆ 前線とまわりの天気の変化
◆ 大気の動きと日本の天気
◆ 雲のでき方と水蒸気

◆ これからの日本経済の課題

● 科学技術と人間 ● 私たちにできること

◆ わたしたちが生きる現代社会
◆ 現代につながる伝統と文化

◆ 日本の諸地域
◆ 身近な地域の調査

◆ 三笠の未来を考えよう

● 健康なくらしとまちづくり
（水）

● 安全なくらしとまちづくり
（災害）

★しらせたいことをかこう
★えにっき

★なつのおもいでをはなそう
★たのしかったことをかこう
★のりもののことをしらせ
よう

★むかしのおはなしを
たのしもう
★ようすをよく見てかこう

★みぶりについてせつめいし
よう
●「わたしの町」

◆表とグラフ
★つながりをせつめいしよう
★見つけたことをわかり
やすく書こう

★くりかえしのあるお話を
作ろう

★音読発表会をしよう
★しゃしんをつかって、
せつめいしよう
★じゅんじょを考えて
せつめいしよう

★むかしのお話を楽しもう
★作り方をせつめいしよう
●おまつりの音楽

★思い出して書こう
●「わたしの町」

◆長さ
◆表と棒グラフ
★「発見ノート」を作ろう

★理由やれいをあげて説明
しよう
★いろいろな手紙を書こう
★自由研究のまとめ方

◆円と球
◆重さ
★調べたことをほうこくしよ
う

★調べてほうこくしようたえ
よう
★書いて伝えよう
●私たちの町の伝統

◆大きな数
◆折れ線グラフ
◆がい数

★横書課題にそって報告文を
書こう

◆面積
◆垂直、平行と四角形

◆立体
★ポスターを使って発表しよ
う

◆整数と小数
◆整数の性質
★「情報ノート」を作ろう

★「町じまん」を一つ
選んで、すいせんしよう
★横書きの書き方
★ノートのまとめ方

◆平均
◆単位量あたりの大きさ
◆割合
◆帯グラフと円グラフ

★立場を決めて話し合おう
★目的に合わせて書く
★メモの取り方
★配列を整えて書く

★資料をくふうして効果的に
発表しよう
★目的に合わせて書く
★学習したことを生かして書

く
●ことだま

◆速さ
★考えや意見をノートにまと
めよう

★話し合って考えや意見を
一つにまとめよう
★伝えたいことをすいせん文
にまとめよう

◆拡大図と縮図
★意見を出し合おう
★説得力のある文章を書こう
★横書きの書き方

●共に生きる生活
●暮らしの中の政治

★書いて伝えよう
●全校集会（同窓会＆盆踊り
認証）

★フリップを用いて報告する

●民謡や芸能の魅力

★地域での生活・買い物
★地域での生活
★自分たちの町のガイドブッ
クをつくろう

●家族・家庭と地域

●郷土の民謡や芸能
●地方自治と住民の参加

◆技能に関する単元
★思考力・判断力・表現力に関する単元
●学びに向かう力・人間性に関する単元

●国語　●算数・数学　●英語　●音楽　●家庭科　●道徳地域科 理科 社会科

理
理

理

理
理

理

社
社
社
社

社

社
社

社

地

地

社

社

生

生

社

社

社

社

社

社

社

社

社

社

理

地

社

社

社

社

理

社

理

理
理
理
理

地

社
社

社

社

社

社理地

身近な地域を知る

地域の歴史

を学ぶ

日本・世界のなかで

考える視点を得る

大地の成り立ち

を学ぶ

地域の未来を描く

● 傘踊り体

● 傘踊り体

● 傘踊り体

● 傘踊り体

● 三笠にタイムスリップ地

● わたしたちのくらしと
買い物
社

● 市のうつりかわり社

● お祭りから三笠を考えよう地

● 三笠について伝えよう地

● 特産品から三笠を学ぼう地

● 持続可能な未来へ理



ジオパーク名(地域名)：三笠ジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：ジオパーク解説員になろう（三笠中学校） 

対象：中学２年生 

対象人数：40～50名 

所要時間：10～15コマ（座学→フィールドワーク→学習・ガイド資料作成→ガイド実施） 

総合的な学習の時間を活用 

実施者：ジオパーク専門員並びに事務局員 

プログラム内容： 中学 2年生が小学 6年生に対してガイドを行うもの。 

ガイドを行うことで、自地域の特徴について他者に発信することで、主体的対話的な深い学びを行う（ア

クティブラーニング）ことができる。また、学校や地域によって既に行われている様々な学習を総合的・

科目横断的に振り返り、学習を通して地域全体を全体的・体系的に考えることで、郷土愛の醸成につなげ

る。 

 



ジオパーク名(地域名)：桜島・錦江湾ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

(1)プログラム名：「火山体感バスツアー」、「桜島火山ガイドウォーク」、「桜島ビジターセンターガイド」

といったガイドプログラム。 

対象：個人、団体---大人・子供（ただし小学生未満の幼児には内容的に難しいかもしれない） 

対象人数：1～100名様程度  

所要時間：30分～2時間 

実施者(複数回答可)：NPO法人桜島ミュージアム職員 

プログラム内容： 以下の URLを参照。 

「火山体感バスツアー」 

http://www.sakurajima.gr.jp/edu-travel/guide/002227.html 

「桜島火山ガイドウォーク」 

http://www.sakurajima.gr.jp/program/000373.html 

「桜島ビジターセンターガイド」 

http://www.sakurajima.gr.jp/edu-travel/guide/002229.html 

 

(2)プログラム名：「ジオキッズ講座」 

対象：主に小・中学生 

対象人数：各回最大 30名程度  

所要時間：1時間半～2時間 

実施者(複数回答可)：桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会事務局員（学術推進員） 

プログラム内容：  

  ①桜島から宝石が！キラキラ火山灰実験～火山灰を見てみよう～ 

   わんかけ実験を行い、火山灰など身近な砂や土の成分を学ぶワークショップ  

  ②むにゅむにゅ噴火実験 

   火山の噴火を再現し、火山の形成について学ぶ、ワークショップ 

  ③オリジナル火山を作ろう！～マグマで噴火実験～ 

   歯科用印象材を使ってオリジナル火山を作り、火山や噴火の仕組みを学ぶワークショップ など 

 

(3)プログラム名：「出前授業」 

対象：主に小学 6年生 

対象人数：学級単位  

所要時間：授業 1～2コマ 

実施者(複数回答可)：桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会事務局員（学術推進員） 

プログラム内容： わんかけ実験を行い、火山灰など身近な砂や土の成分を学ぶ。 

 



ジオパーク名(地域名)：とかち鹿追ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：新地球学 
 

対象：小学校・中学校・高校 
 

対象人数：全員 
 

所要時間：学校の時間割に合わせて実施 
 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／地域住民／その他（ガイド事業者等） 
 

プログラム内容： 鹿追の自然や歴史など学ぶ時間として、鹿追町独自の教科『新地球学』を平成１８年 

度から平成２９年度まで文部科学省の研究開発指定地域として認可を受け、年間３０

時間の授業時間で実施していました。認定が終了した平成３０年度からは、年間２０

時間の総合学習の時間の中で、継続的に学習を行っております。 
 

 

 ○新地球学の教科書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ビジターセンターでの授業風景 

 



ジオパーク名(地域名)：立山黒部ジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：水みらいプロジェクト ジオパーク探検隊 

対象：富山県内の小学校高学年クラス 

対象人数：1クラス程度 

所要時間：２～３日ほど 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

主催：水みらいプロジェクト実行委員会（富山県ひとづくり財団、富山・水・文化の財団、 

富山テレビ放送） 

共催：北日本新聞社、魚津水族館、立山黒部ジオパーク協会 

後援：富山県、富山市、富山県教育委員会、富山県小学校校長会、富山県中学校長会、富山大学、

とやま環境財団、国土交通省、北陸地域づくり協会 

プログラム内容：  

水みらいプロジェクト実行委員会が主催する「水みらいプロジェクト」は、将来を担う子供たちに世

界に誇れる富山の自然環境、水のある自然や文化を大切に受け継いでもらいたいとの主旨で、2003 年か

ら実施されている。立山黒部ジオパークは、日本ジオパーク準会員であった 2013年よりこの活動に参画

し、「ジオパーク探検隊」の学習指導者として講師やジオガイドを学校や野外に派遣している。 

参加小学校の募集については、毎年 4 月にパンフレットを県内の小学校へ配布し行っている。学習内

容は学校の要望に基づき決定しており、小学 5、6年生の理科単元「流れる水の働き」や「大地のつくり

と変化」、社会科単元「わたしたちの生活と環境」、総合的な学習の時間などを対象としている。これら

のテーマに基づいて、富山の山・川・海に秘められた重要な地形や地質などに気付き、驚きと感動を体

感しながらその成り立ちを学ぶ。 

実際の学習では、学校での座学や博物館・野外での活動を中心に行う。学習内容や活動の様子は地元

の民放が収録し、年度末に県内で放映することによって、ジオパークの活動周知にも繋がっている。 

 

水みらいプロジェクト ジオパーク探検隊の主な流れ 

 

 2017年度は、エリア内にある 2つの小学校が「ジオパーク探検隊」に応募・参加した。学習テーマ「地

域にある恐竜足跡化石の発掘体験・調査」では、約 1億 2000万年前に生息していた生き物や、当時の富



山の様子について学んだ。野外では、地域にある日本最大級の恐竜足跡化石群露頭を見学し、転石を用

いた化石の発掘体験学習を行った。学習テーマ「安政の大地震から富山の大地を防災の視点から考える」

では、古くからあばれ川と呼ばれ、多くの災害を起こした常願寺川の流域を訪れ、大地震で流されてき

た大転石や、土砂を防ぐ砂防ダムなどを見学。防災マップ作りにも取り組んだ。 

 

 

野外での化石発掘体験の様子 

 

 

常願寺川の砂防施設見学の様子 



ジオパーク名(地域名)：天草ジオパーク    

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：出前授業（石の標本づくり） 

対象：小学生以上 

対象人数：50人程度まで 

所要時間：45分～50分 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 

学校の要望に応じて出前授業を実施。基本的な内容は、サイエンスアゴラなどで JGN が出展してい

るプログラム（石の標本づくり）の天草バージョン。内容な時間については学校側のリクエストがあれ

ばそれに応じる。 

 

※成果物の資料や写真等、雰囲気のわかるものがあれば貼付してください。 

 

  



プログラム名：見学支援事業 

対象：天草地域の小学校・中学校・高校 

対象人数：制限なし 

所要時間：制限なし 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 

学校の活動で天草ジオパークの「見どころ」サイト（全 54か所）を見学する場合の、交通費やガイ

ド料を助成する事業。 

〔主な条件〕・現地見学の前に出前授業を１回以上受講する。（石の標本づくり以外の授業を行う） 

・現地見学の時は学芸員、または地元のガイド団体のガイドを利用する。 

 

※成果物の資料や写真等、雰囲気のわかるものがあれば貼付してください。 

 

（小学生の「祗園橋」の見学の様子。学校からバスで１時間ほどの距離） 



ジオパーク名(地域名)：  苗場山麓ジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名： 無し 

対象： 

対象人数： 

所要時間： 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容：  

 

事例１：ジオサイトやジオパーク内にある温泉を知らべ、新聞を作りエリア内の施設等に掲示。 

    保護者に向けて温泉クイズ、ジオクイズを実施し、調べて周知する活動をしている。 

 

事例２：津南小学校の児童が津南町の住民にジオサイトのアンケートを実施した結果、栄村のジオサイ

トを知らない人が多いことが分かった。児童が栄村側のジオサイトを巡り、新聞を作成し町内

の施設に掲示。栄小学校でも同様に津南町側のジオサイトを巡り、津南小学校と栄小学校がジ

オパーク学習で交流をした。 

 

総合学習の一環として学校のテーマに合わせて作り上げているため、ほか多数事例あり 

 



ジオパーク名(地域名)： Mine秋吉台ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：ジオパーク同士のインターネット生中継 

対象：小学生以上（できれば小学３年生以上） 

対象人数：何人でも 

所要時間：何分でも 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容：国内外のジオパークとスカイプ等を使用して生中継し、現地の生の声を聞いたり、様

子を見たりすることで、自地域との共通点や相違点を知る。また、地球の様々な活動

について理解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：三島村・鬼界カルデラジオパーク  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プ ロ グ ラ ム 名：教育・特産品開発業務委託事業 

対     象：三島村 4地区 

対 象 人 数：小中学生全員 

所 要 時 間：年 10コマ（4地区あわせて） 

実施者(複数回答可)：教員・地域住民 

プ ロ グ ラ ム 内 容：  

子供たちが三島村・鬼界カルデラジオパークについてもっと知りたいと思う状態をつくるために、島の

成り立ちや火山にまつわる諸現象などについて実験などを用いた楽しく知る仕組みを組み込んだ教育事

業を地域住民に委託し、実施している。例えば三島村の素材（硫黄島の硫黄）を用いた線香花火づくり

など三島村でしかできない授業を展開し、子供たちに三島村の素晴らしさを感じてもらい、ここに住ん

でいることに誇りを持ってもらえるように組み立てている。授業を実施するのは、その地域に定住した

は元ジオパーク専門員であるため、専門的な知識まで子供たちへ浸透させることができる。委託料は島

に落ちるため、ジオパーク活動によって、島内でのお金の循環ができている。 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 栗駒山麓ジオパーク           

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：栗原の大地の動きを感じよう 

対象：小・中学生 

対象人数：ジオガイドまたは説明者 1名につき、20名まで 

所要時間：2時間～3時間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド 

プログラム内容：平成 20年に発生した岩手・宮城内陸地震による山地の崩落地をめぐり、見学や体験を

通じて、大地のなりたちや自然災害のメカニズムを学ぶことができる。小中学校の理科や、防災・減災

の授業に活用できる。 

 

 

プログラム名：伊豆沼・内沼で生き物とふれ合おう 

対象：小学生 

対象人数：ジオガイドまたは説明者 1名につき、20名まで 

所要時間：3時間～4時間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／サンクチュアリセンター研究員 

プログラム内容：栗駒山麓ジオパークの東端には、ラムサール条約登録湿地の伊豆沼・内沼があり、周辺

３つのサンクチュアリセンターとともに水辺の生物や植物にふれ合うことができる。また、貴重な水

資源について考えるきっかけを得ることもできる。 

 

 

プログラム名：栗駒山麓で大地の成り立ちを学ぼう 

対象：小・中学生 

対象人数：ジオガイドまたは説明者 1名につき、10名まで 

所要時間：4時間～6時間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド 

プログラム内容：国立花山青少年自然の家周辺を流れる砥沢川は、五感で自然を体感できるアクティビ

ティスポット。目一杯自然を体感しつつ、岩石標本づくりを通して栗原の大地の成り立ちを楽しみな

がら学べる。 

 

 

 別添「栗駒山麓ジオパーク 教育旅行のしおり」参照 



宮城栗原市をエリアとする栗駒山麓ジオパーク。

自然災害との共生と豊穣の大地の物語を体感しに来ませんか。

ほんものに触れて、たくさん発見しよう。

宮城栗原市をエリアとする栗駒山麓ジオパーク。

自然災害との共生と豊穣の大地の物語を体感しに来ませんか。

ほんものに触れて、たくさん発見しよう。

栗駒山麓ジオパーク推進協議会栗駒山麓ジオパーク推進協議会

４

４

伊豆沼

内沼

至仙台

至盛岡栗駒山

若柳金成ＩＣ

築館ＩＣ

くりこま高原駅

学習関連施設
☆１…国立花山青少年自然の家
☆２…こもれびの森 森林科学館
☆３…サンクチュアリセンター鳥館
☆４…サンクチュアリセンター昆虫館
☆５…サンクチュアリセンター淡水魚館
☆６…細倉マインパーク

教育旅行向け宿泊施設
●１…国立花山青少年自然の家
　　　TEL 0228-56-2311　https://hanayama.niye.go.jp
●２…花山青少年旅行村
　　　TEL 0228-56-2101　http://hytv.jp
●３…ウェットランド交流館
　　　TEL 0228-33-2831　http://www.aqua-kurihara.com　
※市内にはホテル、旅館もございます。

☆７…くりはら田園鉄道公園
☆８…防災学習センター

仙台

東京名古屋大阪
福岡

札幌

栗駒山麓ジオパーク推進協議会（宮城県栗原市役所 商工観光部 ジオパーク推進室）
〒989-5171宮城県栗原市金成沢辺町沖200 TEL: 0228-24-8836　FAX: 0228-24-8810
E-mail: geopark@kuriharacity.jp URL: http://www.kuriharacity.jp/index.cmf/9,0,132,html

一般社団法人 栗原市観光物産協会
TEL 0228-25-4166　https://www.kurihara-kb.net



栗駒山麓ジオパークでみんないきいき
地球が育んだ豊かな自然に包まれた学び
年間３０件以上の学習対応実績あり（2017年度実績）

平成２０年（２００８年）岩手・宮城内陸地震で発生した多
数の山地災害。何度も発生してきた河川の氾濫や冷害。た
くさんの自然災害と向きあい、知恵をあわせ、工夫を繰り返
してきた先人たちのいとなみが、この地域に豊かさと多様な
文化を育んできました。
栗駒山麓ジオパークでは、この経験を未来へ伝えるため、

栗駒山麓の地形・景観を教育、学術研究、観光、防災など
に活用し、持続可能な地域づくりを目指しています。

栗駒山麓ジオパークを題材に、自然災害と共生してきた地
域を学び、地球や自然と自分とのつながりを見つけてみませ
んか。

提供内容

ジオパークについて
ダイナミックな地球の活動がよく分かる地質や景観が、大
切に守られ、教育や持続可能な開発に活用されている地域
のことです。（日本ジオパークネットワークパンフレットより）

１，フィールド学習・研修

栗駒山麓ジオパークのエリアに広がるダイナミックな
大地の営み、美しい自然や生態、栗原の歴史・文化
を活用したフィールド学習ができます。ほんものに触
れる貴重な体験へと導きます。

※ご相談いただければ、学習・研修の目的に合わせ
たプランを設定いたします。

２，岩石標本づくり

所定の台紙にジオパークエリア内の岩石を貼り付け
ながら、大地と人との関係についてのバーチャルジオ
ツアーを通して、自分だけの岩石標本をつくるワーク
ショップです。岩石を観察しながら、特徴やなりたち
と人との関係を考える体験を通して、気づきや観察
など、横断的な科学的思考力の向上を目指します。

材料費：１人５００円　講師料：別途（お問い合わせください）

３，実験・各種体験

フィールド学習に実験や体験
を組み合わせて学習プラン
を組めます。

＊地すべりシミュレーション装置
ユレオ
＊カルデラ再現実験
＊火山噴火実験
＊地すべりの原因を探ろう（写真）

５，部活動や野外活動も！！

栗駒山麓ジオパークを、部活動や野外活動で活用してみてはい
かがですか？名峰栗駒山での山岳部合宿や、科学部の地球科学
分野に関わる活動など、様々な形でジオパークを活用すること
ができるでしょう。栗駒山には６つの登山コースがあり、初級～
上級者向けまで幅広く整備しています。

合宿や研修に最適な宿泊施設もございます。詳しくは、裏面を
ご確認ください。

４，栗駒山麓のめぐみ
栗駒山麓の地質や地形と生態系、人びとのくらしをおいしさの
物語として持った食品や菓子・飲料・おみやげの３５品目を特
産商品として認定しています。どれも、おいしさはもちろん、
特徴ある物語を持っています。
教育旅行の昼食や夕食、お土産としてぜひご活用ください。
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学習プランの例 （栗駒山麓ジオサイトマップと併せてご覧ください）
  → http://www.kuriharacity.jp/index.cmf/9,0,132,html

栗駒山麓で大地の成り立ちを学ぼう（半日～終日）
岩石標本づくり →  砥沢川リバートレッキング

国立花山青少年自然の家の近くを流れる砥沢川は、まさに自然が作

り出した遊園地です。リバートレッキングで、目一杯自然を体感し

つつ、岩石標本づくりで栗原の大地の成り立ちを楽しく学びます。

栗原の大地の動きを感じよう（半日）
荒砥沢地すべり → 実験体験学習 → 冷沢崩落地 → 行者滝
平成20年に発生した岩手・宮城内陸地震による山地の崩落地をめ
ぐり、見学や体験を通じて、大地のなりたちや自然災害のメカニズ
ムを学ぶことができます。
年間の実施数が最も多く、小中学校の理科や防災・減災の授業にお
いて活用されています。

産業と大地のつながりを知ろう（半日～終日）
金田森公園 → 細倉マインパーク → 細倉鉱山資料館
栗駒山麓ジオパークの丘陵地に位置する細倉地区は、鉱山があった
ことで栄華を誇った地域です。
地域発展の歴史と、鉱山で採掘してきた鉱物がどのように形成され
たのかを学び、人の暮らしと大地の関係について考えるきっかけを
得ることができます。

伊豆沼・内沼で生き物とふれ合おう（半日）
座学（伊豆沼・内沼の概要について）　→　体験学習（淡水魚観察や昆虫採集など）
栗駒山麓ジオパークの東端には、ラムサール条約登録湿地である伊
豆沼・内沼があります。伊豆沼・内沼で水辺の生物や植物とふれ合
いうことができます。また、貴重な水資源について考えるきっかけ
を得ることもできます。
※時期により、実施可能な体験学習の種類が異なります。

学習プランはご相談に応じて柔軟に対応しております。お気軽にお問い合わせください。



ジオパーク名(地域名)：下北ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：多様な情報を読み取り、自分の考えを深めよう 

対象：小学５年生 

対象人数：２学級 

所要時間：国語の１１単位時間 

実施者(複数回答可)：小学校教員・ジオパーク推進協議会職員 

プログラム内容： 

下北地域のある小学校では、国語の教科書で扱われている『世界遺産 白神山地からの提言』の内容

とジオパークを関連付けた学習が行われている。児童はこの学習に取り組む以前にも国語や総合でジオ

パークの推薦文を書いたり、ジオサイトの見学をしたりするなどの活動を行ってきた。その経験を生か

すため、「市役所のジオパーク推進課の方から相談を頂いた。下北のジオサイトにも、核心地域や緩衝地

域を設け、環境の保全をするべきか否か。どちらが良いか、意見文の返事を届けよう。」という背景のも

と、「設ける派」と「今のまま自由に人を入れる派」の立場にわかれ、意見文を書かせるというものであ

る。 

まず、教科書を読んで白神山地の自然保護の方法について知り、白神山地の自然保護のあり方につい

て意見を述べ合った後、前述したジオサイトの保全についての考えを整理する学習に入った。自分の立

場を決め、その考えの根拠となる情報を整理して、意見文の構成メモを作成、そのメモをもとにさまざ

まなグループ間で意見を交換した。このとき、児童は例えばジオサイトに落ちているゴミの写真を見せ

ながら、「ジオサイトが荒らされるから規制すべきだ」、「環境を守るように発信していけばよい」など、

自分の意見を述べていた。これらの学習を経て、自分の考えと根拠を再び整理し、最終的に意見文を作

成する。 

 これら一連の学習は、小学校が独自に行っているものであり、下北ジオパーク推進協議会からは、前

段階でのジオパークに関する講義や授業内容の相談、児童の考えの根拠となる資料（観光入込客数やジ

オサイトに関するデータ、ジオツアー参加者の感想など）の提供を行った。 

本授業のねらいは、「多様な文章や資料を比べながら読み、自分の考えを深め、その考えが伝わるよう

に根拠を明確にして意見文を書く」ことであり、下北の地質や地形を直接学ぶためのものではない。し

かし、児童が自分事として学習に取り組むための題材として下北ジオパークを活用してもらっており、

自分で調べることによって、単に講義を聞くよりも地域やジオサイトへの愛着や理解は深まると考えら

れる。前述したように、児童は他の授業でジオサイトの見学などを行っており、地域に関連した様々な

活動が積み重なっていくなかで、国語というジオパークにおいてはあまり目が向けられてこなかった教

科で活用された事例であるといえる。 

  



 

図：板書計画 

 

 

写真：授業の様子 



ジオパーク名(地域名)：鳥海山・飛島ジオパーク           

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：出前授業、公開模擬授業、教育関係者研修の実施 

対象：小学生、中学生、教職員 

対象人数：１～２クラス 

所要時間：１～２時間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 学校教育におけるジオパークの活用を推進するため、下記の通り講師を派遣している。 

 

１．出前授業 

（１）対象：小学生、中学生 

（２）講師：小・中学校の退職教諭、ジオパークガイド 

   ※内容は、学校の希望をお聞きしながら、派遣する講師と相談の上決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．公開模擬授業 

（１）内容：講話 鳥海山の成り立ちと溶岩等について（スライドを使って説明） 

      実験 鳥海山の溶岩流、練乳とココア溶岩、断層を再現など。実験はいずれか１つ。 

（２）対象：小学６年生と教職員 

（３）講師：秋田大学教授 林 信太郎 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．教育関係者の研修 

（１）内容：鳥海山と飛島の成り立ちなどが分かる「おもしろ実験」の紹介 

      － 火山噴火実験、地すべり実験、地層づくり実験、飛島のでき方実験 ― 

（２）対象：小・中学校の教職員 

（３）講師：秋田大学教授 林 信太郎 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．学習研究発表会 

（１）内容：ジオパークエリア４市町の代表校が、ジオパークに関連する学習成果を発表。 

（２）対象：ジオパークエリア４市町より各１校ずつ発表。聴講自由。 



鳥海山・飛島ジオパーク こんな「出前授業」やってます 

 

テーマ おもな内容 対象学年 教科等 学習指導要領・備考 

クロマツ林のおかげで 

先人が苦労して育ててくれたクロマツ林のおかげで全国

でも有数の稲作地帯になった庄内平野や果物栽培の砂丘

地ができたが、その礎を築いた先人の苦労と努力を説明す

る。 

４ 社会 

【内容】(4)ア－(ア)(イ)(ウ) イー(イ) 

本間光丘、佐藤藤蔵以外の先人も紹介する。 

鳥海山ってくずれるの 

鳥海山の「岩なだれ」から自然災害は国土の自然条件など

と関連して発生していることや防災対策について説明し、

関心を高めさせます。 

４・５ 社会 

【内容】(5)ア－(ア) イー(ア) 

地震や噴火についてもふれる。 

縄文人ってすばらしい 

遊佐町のたくさんの遺跡の中の「小山崎遺跡」について説

明し、縄文人の生活の知恵や行動範囲の広さなどについて

驚かさせます 

６ 社会 

【内容】(2)ア－(ア) 

鳥海山北麓の遺跡なども一緒にして説明す

る。 

どうしてここに城輪柵が 

復元された政庁跡をもとに、どうしてここに建てられたの

かや当時の文化に思いを寄せ、どのような生活をしていた

かについて関心を持たせることができます。 

６ 社会 

【内容】(2)ア－(ウ) 

八森遺跡なども一緒にして説明する。 

川原の様子を観察しよう 

「流れる水のはたらき」を日向川や月光川の現地で案内し

ながら説明します。「流れる水」と「土地の変化」を関連

付けてとらえさせるような視点を与え、児童に考えさせた

りすることができます。 

５ 理科 

【内容】B－(3)ア－(ア)(イ) 

事前指導として（もしくは雨天時）理科室

やグラウンドで、パワーポイントや実際の

石、砂を用いて説明したり、簡単な実験を

したりできる。 



鳥海山の雪はどこから 

or 

（鳥海山のイヌワシ） 

鳥海山に降る雪や雨から「水の循環」を、そして鳥海山の

動植物を資料を活用して説明し、市の鳥「イヌワシ」につ

いてもふれる中で、生物と環境の関わりに関心を持たせる

ことができます。 

６ 理科 

【内容】B－(3)ア－(ア)(イ)(ウ) イ 

校外学習で「鳥海イヌワシみらい館」を訪

れることができれば、職員の方からも説明

してもらえる。 

地層の中から化石を 

見つけよう 

「土地のつくりと変化」で露頭のきれいに見える場所で、

地層は礫、砂、泥、火山灰などが層をつくって広がってい

ることを説明します。また、層には化石が含まれているも

のがあるので、実際に化石採集を行わせたりできます。 

６ 理科 

【内容】B－(4)ア－(ア)(イ)(ウ) 

学習バスに添乗せず、現地でガイドが待っ

ていることも可能。 

事前指導だけも可（パワポ）。 

やってみよう 火山実験！ 

身近にある食材のコーラやマヨネーズ、ソース、練乳など

を使った実験や、１００円ショップで手に入る「クエン酸」

と「重曹」で火山の噴火や溶岩の流れる様子を安全に実験

することができます。 

６ 理科 

【内容】B－(4)ア－(イ)(ウ) 

備品や原料はすべてジオパーク事務局が準

備しますので、学校は理科室で子どもたち

が待っているだけ。お手軽。安全。 

ジオパークって 

おもしろいよ 

児童の学年の発達の段階や特性等を考慮し、内容を吟味し

ながらジオパークについて説明し、郷土を愛し、自然を大

切にしよう（保全）という気持ちを育みます。 

写真や動画を多く提示します。 
全学年 道徳 

［伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態

度］［自然愛護］ 

(7)(略)地域教材の開発や活用などに家庭や

地域の人々、各分野の専門家等の積極的な

参加や協力を得たりする(略)地域社会との

共通理解を深め、相互の連携を図ること。 

ジオパークを調べよう 

ジオパークのいろいろな大地（特に学区）やその成り立ち

について説明し、大地と人のつながりの価値や魅力を調べ

ようとする気持ちを醸成します。 

５・６ 

総合的

な学習

の時間 

実社会や実生活の中から問いを見いだし 

自分で課題、情報収集、整理・分析、まと

め・表現することができるようにする。 



こんなジオサイトが 

おもしろい 

「自然教室」「宿泊体験」等で、鳥海高原家族旅行村や西

浜コテージ村、しらい自然館などで宿泊する時に、実際の

ジオサイトを案内し、ジオパークの魅力を説明します。 

雨天時、登山や外の活動ができない場合にジオパークの説

明ができます（学校や自宅に持ち帰る時けっこう荷物にな

って大変なクラフト工作の代金もいりません） 

４・５ 
学校 

行事 

２－(4) 遠足・集団宿泊的行事 

今までも、鳥海高原家族旅行村では「鳥海

やわたインタープリター」の会員が登山等

でお手伝いをしていたが、そのなかにジオ

ガイドも４名いる。途中の赤滝、鶴間池な

ど詳しく説明できる。 

飛島って 

こんなにおもしろい 

「飛島生き生き体験スクール」で飛島に行くときの事前指

導ができます。飛島の魅力を説明し、飛島での活動に意欲

を持たせられます。 

４・５ 
学校 

行事 

事前指導だけでなく、実際に飛島で案内を

することも可能です。 

 



ジオパーク名(地域名)：島根半島・宍道湖中海ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：出前授業の実施 

対象：小中高大学生 

対象人数：３０名程度（人数により体制を増やしている） 

所要時間：３時間程度 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員、島根大学の先生、ジオパークガイド（地域住民） 

プログラム内容：  

・ 基本的に、座学とフィールドワーク 

・ 座学は、松江ビジターセンターで見学も併せ、説明を行う。 

・ 内容は、団体の希望による。ジオの専門知識、歴史文化、学校の授業の一環など。 

・ フィールドワークは、ジオサイト現地に赴き設身を行う。松江ビジターセンター近隣には、桂島、加

賀の潜戸遊覧、須々海海岸、加賀神社などがある。 

・ エリア内の小学校を対象にジオ関連授業を行う場合のバス借上料補助を行っている。（Ｈ30 年度～） 

 

 

 

小学生のジオ学習風景 



ジオパーク名(地域名)：萩ジオパーク 

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：火山の成り立ちワークショップ in笠山 

対象：小学４年生以上 

対象人数：２０人 

所要時間：５０分 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 「火山はどうやってできるのだろう」というテーマで、笠山の火口内部に入ったり、

火山が作り出した景観を眺めたり、２種類の噴火実験を通して火山の成り立ちを学ぶ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム名：火山と遊ぼう 

対象：小学１年生以上 

対象人数：２０人 

所要時間：６０分 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 「火山と人が育む自然と親しもう」というテーマで、笠山椿群生林という火山と人が

生んだ不思議な景色の場所を舞台に、ネーチャーゲームをしながら、火山と動植物、そして人とのつなが

りを体験的に学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム名：須佐ホルンフェルスジオガイド 

対象：小学４年生以上 

対象人数：２０名 

所要時間：５０分 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 「地層はどうやってできるのだろう」というテーマで、かつて海底にあった地層が陸

地となり、その断面を観察できる場所において、どんな場所でどんな風にしましまの地層が作られたの

か、化石などの痕跡を探しながら学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム名：地球目線のまち歩き in萩城下町 

対象：小学３年生以上 

対象人数：２０名 

所要時間：６０分 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 「人は大地とどう向き合ってきたのだろう」というテーマで、技術や知識が未熟だっ

た江戸時代に城下町という一大都市を築いた先人の、大地の特徴を見極め、知恵を絞った努力の証を、ま

ち歩きをしながら大地と人のつながりを学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



プログラム名：長門峡自然学習 

対象：小学３年生以上 

対象人数：２０名 

所要時間：１２０分 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： 「火山と川が育む自然と親しもう」というテーマで、長門峡という阿武川が作った渓

谷において、野外観察やネーチャーゲームを通して、その成り立ちと、そこで繰り広げられている生命の

営みを五感を使って学ぶ 

 

  

 



ジオパーク名(地域名)：蔵王       

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：樹氷のなぞ 

対象：中学生以上 

対象人数：３０名程度 

所要時間：１時間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／その他 

プログラム内容： パワーポイントを使った座学形式の講義 

 



ジオパーク名(地域名)：北九州ジオパーク構想         

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：化石レプリカ作成キットの貸出し（北九州市立自然史・歴史博物館 受付） 

対象：学校団体、または教育団体 

対象人数：１教室（４０名程度） 

所要時間：６０分 

実施者(複数回答可)：教員（ミュージアム・ティチャー）・学芸員 

 

プログラム内容：  

アンモナイトのレプリカ作成キットを、学校団体、教育団体の要望に応えて貸出しするほか、博物館来館

時の体験学習プログラムとして、「化石レプリカづくり」を実施している。 

個々の教育現場で準備しにくい、化石の実物資料を活用したレプリカ作成キットを準備することで、学

習者や体験者の観察力や、自然に対する理解を深化させることができる。また身近な大地への興味・関心

を引き出すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「北九州市立自然史・歴史博物館 ホームページ 

http://www.kmnh.jp/Organization/school/experience/ をご参照ください」 



ジオパーク名(地域名)：東三河ジオパーク構想       

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：出前事業 

対象：小中学生 

対象人数：４０人程度 

所要時間：２時間～4時間 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／学芸員 

プログラム内容： 小中学校の授業として、各学年に合わせた地元地域を学ぶ、動物や植物、地形・地質

などの授業とフィールドでの体験学習をセットで実施。各学年の学習内容に合わせて、1時間程度の授業

を行い、その後フィールドに移動し、五感を使った体験学習を実施し、地元の自然を学ぶ。 

 

 例：小学校高学年：地層学習＋地層見学・化石採集体験 

   小学校低学年：地域学習＋川原にてオパール観察 

 

 

 



ジオパーク名（地域名）：那須烏山ジオパーク構想 

①他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

 

プログラム名：自分の足下を学ぼう！ 

対象：中学生 

対象人数：適宜    

所要時間：最低半日（４時間）、事前ガイダンス（１時間） 

実施者（複数回答可）：教員／ジオパーク職員／ジオパークガイド／地域住民／ 

プログラム内容： 

 

例）中学１年理科 や 総合的な学習の時間 、部活動など 

①事前ガイダンス 

・１学年生徒全員に対して、ガイダンスを行い、本地域を構成している地層を紹介する。 

 ミニ・ジオツアーで、実際に観察することを告げる。 

 

②ミニ・ジオツアーから 

・古い地層から順番にその時代の代表的な地層の露頭に案内し、

現場で説明すると同時に、可能ならば、実際にその地層にも触れ

させたい。 

 

 

③掘った穴から 

・校庭のすみなどに実際に（２ｍ×２ｍ×２ｍ）程度の穴を掘っ

て、実際に穴に入ってみるという体験はいかがだろうか。もちろ

ん、安全には十分配慮し、階段状に掘ると良い。 

掘ってみるとわかるが、地層の様子がスコップの感触からも伝わ

ってくる。礫が多いとか、粘土質とか、言葉ではうまく説明でき

ないことが、言葉での説明がなくとも実感できる。 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：   三好市      

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：高校生によるジオツアー  

対象：高校 2年生（ツアー参加者として中学生） 

対象人数：4名（参加者は 15名程度まで） 

所要時間：ツアー開催までに 8時間 20分（内訳:50分授業×10コマ）、ツアー自体は大体 1時間ほど 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員 

プログラム内容：  

三好市にある徳島県立池田高校では探究科（理数科）が設置されている。探究科には週に 1 コマ、課題研究の

授業が設けられており、生徒それぞれの関心や興味に応じていくつかのグループに分かれ、課題をかかげその

研究を行っている。平成 30 年度からその中に「ジオパーク班」ができ、三好市役所地方創生推進課のジオパー

ク担当職員が授業に参加してサポートを行っている。 

 このジオパーク班が中学生を対象としたジオツアーを行った。コースを考えるにあたってまず、ジオパーク

担当職員がジオパークの概要や、三好市の歴史文化や地域資源と大地との繋がりを理解するために講座形式で

授業を行い、三好市に関する基礎的な知識を生徒に身に着けてもらった。これは、ジオパーク班 4 名のうち 3

名が三好市外出身であり、三好市のことを詳しく知っている生徒が少なかったためである。 

その後、生徒が学校生活を送っている中での学校周辺のエピソードを挙げてもらった。池田高校がある三好

市池田町ウエノは中央構造線によってできた断層崖の上に位置しており、幼稚園、小学校、中学校も同じ並び

にある。生徒や児童は毎日、高さ 20～30 メートルほどの断層崖にある坂を上り下りして登下校している。ま

た、この坂はクラブ活動や体育などのトレーニングコースとしても利用されており、坂に関するエピソードが

多く出た。 

そのエピソードをもとにツアーコースを決定した後、地域の歴史有識者と共にコースを回り地域の歴史につ

いてさらに詳しく説明を聞いた。また、適宜疑問に思ったことは家の人や先生へ聞き取りを行った。調べたこ

とをもとにポイントで話すことを決定し、何回か練習を行って本番を迎えた。当日は中学生 10 名だけでなく、

地元住民や教員 6 名も参加し、総勢 16 名でのジオツアーとなった。ジオツアーの途中でいくつかクイズを出

題し、クイズの正解数に応じてプレゼントをするなどの工夫も見られた。参加した中学生からは、「毎日通って

いる道なのに知らないことが多く、とても勉強になった。」という声や、「長年疑問に思っていたことの謎が解

けてよかった。」という感想が聞かれ大変好評であった。 

このプログラムの利点はジオツアーを通して案内している側、されている側の生徒両方が地域のことを知る

きっかけになるということである。高校生という年代の近い人にガイドしてもらうことにより、大人がガイド

をするよりも、分かりやすく伝えることができ、より身近に感じてもらうことができた。 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 五島列島（構想）  

 

① 他地域での教育活動にも役立ちそうな、お勧めの教育プログラム 

プログラム名：小学校６年生の理科及びふるさと学習での取組 

対象：小学校６年生 

対象人数：５人 

所要時間：午後の２コマ×２日間 

実施者(複数回答可)：教員／ジオパーク職員 

プログラム内容：  

 小学校６年生の理科及びふるさと学習の時間に、協議会からジオパーク専門員を派遣し、教員と連携

して現地学習を実施。学校から午後の２コマを用意していただき、間を２週間あけて２回実施。 

 １回目）「地層」について学習。 

学校から歩いて５分程度の海岸へ行き、砂泥互層の地層とその上に被る溶岩の重なりを観察。

地層が傾いたり、断層で切れたり、溶岩による熱変成の様子が観察できた。 

     また、海岸にある石ころで、気に入ったものを２～３個拾って持ち帰った。 

 

 ２回目）「岩石」について学習。 

学校の校庭に、約５０年前に整備されたとみられる岩石標本園（岩石は２１個）があるが、看

板の文字は読めなくなっていた。そこで、クイズ形式で岩石名を当てていくゲームを実施。実施

前に、児童は色などでの見分け方を調べており、さらに当日専門員が磁石や酢（酸）を使った見

分け方を披露した。 

また、１回目で拾った海岸の石についても調べ、五島にある石の多様さを学習していた。 

 


