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ジオパーク（地域）名 対象 ②教育旅行受入れプログラム

糸魚川 小～高校生 「日本列島の形成を知ろう」パッケージ、パーツオプション①～⑦

室戸 小〜大学生
・室戸岬をサイクリング
・地質や地形の巡検

島原半島
1.児童・学生
2.小・中
3.中・高

1.教育旅行向け体験プログラム「島原半島育旅（いくたび）」
2.雲仙岳災害記念館を活用した教育プログラム
3.小浜温泉ジオツアー

恐竜渓谷ふくい勝山 学校 福井県立恐竜博物館，恐竜化石発掘地

阿蘇 「火山と共存する阿蘇人（あそもん）から学ぶ防災」パッケージ

磐梯山 小学校中学年 ～ 高校生 磐梯山ジオパーク協議会　教育旅行受け入れプログラム

下仁田
1.小学生～大人
2.小学生～大人

1.河原の石の観察会
2.こんにゃく手作り体験

白山手取川 小～高校生 テーマ“水の旅・石の旅”の体感

秩父 中学生～高校生程度
「自然体験・環境学習プログラム」
体験型教育旅行・秩父地域民泊体験の受入

男鹿半島・大潟 小学生～大学生 教育旅行の内容（コース）について、適宜相談可。オーダーメイド可

佐渡 小5～6 民泊体験時における野外実習（ジオパークガイドによる案内）など

銚子 1.小6
1.「屏風ケ浦」で実施する小6理科「土地のつくりと変化」の単元に沿った野外学習。
2.防災ジオツアー(銚子の災害・事故から教訓を学び備える)

ゆざわ 目的や時間に応じて相談対応（14事例掲載）

三笠 制限なし 目的等に応じて専用の教育旅行資料を作成

桜島・錦江湾 小中高 「みんなの桜島」（体験プログラム多数）

南紀熊野 制限なし ジオサイトである「橋杭岩」を解説・案内

天草 天草地域外の小・中・高 天草地域内の学校を対象とした「見学支援事業」の天草地域外バージョン

苗場山麓 制限なし スノーシューを使って河岸段丘を見学、施設見学で概要説明

Mine秋吉台 特になし（健脚） ジオツアー（相談に応じてカスタマイズしたものを提案）

栗駒山麓 一般 防災や減災への学び　※ほか、教育旅行パンフあり

浅間山北麓 小～高校生 学習目的に該当するサイトについて座学、現地説明案内等

飛騨山脈 小・中 自然観察会

北九州
北九州市立自然史・歴史博
物館を活用した学習希望者

いのちのたび博物館ガイダンスおよび体験プログラムの提供など

東三河 小・中・高・一般・団体等
鳳来寺山自然科学博物館で東三河の動植物と大地成り立ちの解説＋フィールドでの体験や観察
(打合せにより、重点項目（動物・植物・この地方の岩石と鉱物・中央構造線・地層や化石・堆
積岩と火成岩と変成岩など）を決定）



ジオパーク名(地域名)：糸魚川ユネスコ世界ジオパーク 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小～高校生 

受け入れ可能人数：小～高校生 

所要時間：半日、１日、２日のコースを選択 

実施者：博物館学芸員 

活用施設・サイト：フォッサマグナミュージアム、長者ヶ原考古館、長者ヶ原遺跡、フォッサマグ

ナパーク、親不知、弁天岩 

交渉先： 

受入体制：教員と学芸員が事前に相談し、学習のねらいを最大限実現できるようなプログラムをつ

くることができる 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：130人（最大実績） 

プログラム内容：  

「日本列島の形成を知ろう」パッケージ、下の丸数字はパーツオプション 

① 講義（30分～60分） 

ねらい：糸魚川の地質の特徴と見学地の概要の予習。 

② 展示室見学（40分～60分） 

ねらい：大地の歴史を物語る証拠が存在することを知る。 

③ フォッサマグナ形成実験（60分） 

ねらい：小麦粉を使った実験により、フォッサマグナや地層の形成、列島の隆起などの一連

の過程を理解する。 

④ フォッサマグナパーク見学（60分） 

ねらい：断層露頭、枕状溶岩から断層や地震、日本列島の生い立ちを考える。 

⑤ 長者ヶ原遺跡見学（60分） 

ねらい：日本人の精神性を示す最初の石がヒスイであることや硬いヒスイの加工技術を知る。 

⑥ 親不知見学（120分） 

ねらい：隆起によって生じた土石流が山地をつくる岩石を海岸まで運んだことを知り、岩石

の標本づくりを行う。合わせて、断崖地域の交通の歴史を学ぶ。 

⑦ 弁天岩見学（120分） 

ねらい：フォッサマグナの海底火山噴出物を観察するとともに、これらが漁礁となったこと

を磯の生物の観察から知る。 

これまでの実績：地元の小中校、関東圏などの高校多数 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：冬季以外 

 



          ジオパーク名(地域名)：室戸ユネスコ世界ジオパーク   

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小〜大学生 

受け入れ可能人数：300人以下 

所要時間：1時間〜1、2日 

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 

活用施設・サイト：室戸世界ジオパークセンター・室戸岬、行当岬、羽岬 

交渉先：室戸ジオパーク推進協議会 

受入体制：室戸ジオパーク推進協議会、国立室戸青少年自然の家、室戸市観光ガイドの会 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：300人（国立室戸青少年自然の家） 

プログラム内容：  

・室戸岬をサイクリング 

室戸岬の隆起した地形や強い風に備えた町並みをゆっくり見ながらサイクリングを楽しむことが出来る。 

 

・地質や地形の巡検 

希望されるレベルに合わせた、室戸ジオパークの地質や地形の解説が可能。 

 

 

 

これまでの実績：年に十数件程度の依頼がある。小学校だけでなく SSHや大学生の巡検も受け入れ可能。 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：年中可能 

 



ジオパーク名(地域名)：島原半島ユネスコ世界ジオパーク 

 

②教育旅行受入れプログラム 

名称：教育旅行向け体験プログラム「島原半島育旅（いくたび）」 

対象：児童、学生 

受け入れ可能人数：5～200名（体験メニューによって異なる） 

所要時間：1～5時間（体験メニューによって異なる） 

実施者(複数回答可)：地域住民／一般社団法人 島原半島観光連盟／認定ジオガイド 

活用施設・サイト：島原半島内各所 

交渉先：一般社団法人 島原半島観光連盟 

受入体制：申し込みや問い合わせ等の窓口は、一般社団法人 島原半島観光連盟。 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：前泊および後泊の可能性あり 

プログラム内容： 火山・防災体験や農業体験、創作文化体験など様々な分野の体験メニューが 

         あり、所要時間や内容などの要望に応じて対応が可能。 

これまでの実績：H27年度 5,087人、H28年度 4,658人、H29年度 3,064人 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：通年（期間が限定されるプログラムもあり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名称：雲仙岳災害記念館を活用した教育プログラム  

対象：小中学生 

受け入れ可能人数：40～80名程度（体験メニューによって異なる） 

所要時間：20分～1時間程度（体験メニューによって異なる） 

実施者(複数回答可)：がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）、ガイド  

活用施設・サイト：がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）、島原半島内各所 

交渉先：がまだすドーム（雲仙岳災害記念館） 

受入体制：申し込みや問い合わせ等の窓口は、がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）。 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：前泊および後泊の可能性あり 

プログラム内容：火山体験や防災教育など様々な分野の体験メニューがあり、 

所要時間や内容などの要望に応じて対応が可能。 

これまでの実績：H27年度 2,500人、H28年度 2,651人、H29年度 2,306人 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



名称：小浜温泉ジオツアー 

対象：中学生、高校生 

受け入れ可能人数：10名～200名 

所要時間：1時間～2時間（受入人数による） 

実施者(複数回答可)：小浜温泉観光協会、シン・エナジー株式会社、小浜温泉観光ガイド 

活用施設・サイト：小浜温泉街一帯 

（小浜温泉バイナリー発電所、小浜歴史資料館、ほっとふっと 105他） 

交渉先：小浜温泉観光協会 

受入体制：申し込みや問い合わせ等の窓口は、小浜温泉観光協会 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：前泊および後泊の可能性あり 

プログラム内容：全国に先駆けて未利用温泉を活用したバイナリー発電所の見学や、 

         小浜の歴史、小浜温泉の魅力を体感できるツアー。 

これまでの実績：H27年度 0人、H28年度 0人、H29年度 64人、平成 30年度 73人 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：通年（平日のみ） 

 



ジオパーク名(地域名)：恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：学校 

受け入れ可能人数： 

所要時間：おすすめモデルコースで 5時間 (10:00-15:00) 

実施者(複数回答可)：福井県立恐竜博物館 

活用施設・サイト：福井県立恐竜博物館，恐竜化石発掘地 

交渉先：福井県立恐竜博物館 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

プログラム内容： 別添資料参照 

これまでの実績： 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：恐竜化石発掘地を利用する場合は冬季以外 



ホーム > いこうよ！恐竜博物館 > 学校教育支援

|English|中文|

カスタム検索

学校教育支援プログラムでのご利用について

恐竜博物館は、学校教育の学習・体験を支援しています。

利用案内

詳しくはリンク先のページでご説明しています。

お申し込みの手順

来館のご連絡について

観覧料の減免について

下見について

観覧料・利用料について

恐竜授業について

お問合せ先

目的から選ぶ

場所と来館の目的に合わせて、活用したいプログラム・教材をお選びください。

複数のプログラムを組み合わせることも可能です。詳細は ◆のついた各項目をクリック してください。

場面から選ぶ

場所と写真から活用したいプログラム・教材を選んでください。

複数のプログラムを組み合わせることも可能です。詳細は各場所の画像をクリックしてください。

FPDM: 恐竜博物館の学校教育支援 https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/guide/education/
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Copyright 2000 - 2018 Fukui Prefectural Dinosaur Museum.

おすすめモデルコース

※コースの内容・開始時間等については、要相談となります。

〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾51-11

かつやま恐竜の森内

TEL : 0779-88-0001(代表)

0779-88-0892(団体受付)

FAX : 0779-88-8700

info@dinosaur.pref.fukui.jp

リンクと著作権 お問い合わせ よくある質問（FAQ）

サイトマップ 更新情報 個人情報保護方針
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ジオパーク名(地域名)：阿蘇ユネスコ世界ジオパーク 

②教育旅行受入れプログラム 

対象： 

受け入れ可能人数：～２００人（超える場合は別途相談） 

所要時間：９０分 

実施者(複数回答可)：ジオパークガイド／その他（博物館学芸員） 

活用施設・サイト：阿蘇火山博物館 

交渉先：阿蘇火山博物館 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

プログラム内容：  

「火山と共存する阿蘇人（あそもん）から学ぶ防災」パッケージ 

 

自然災害のメカニズムをはじめ、地域の自然環境や、災害・防災について学習。阿蘇がもたらす恩恵（景

観・温泉・食など）を知り、そこに住んできた人々が火山と共存しながら生活してきた知恵を現地ガイ

ドの話を通じ学ぶ。 

 

①映画（15分） 

…阿蘇のなりたちや火山についてまとめた映画で基本情報を得る。 

②阿蘇人（あそもん）による講話（30分） 

 …阿蘇で近年発生した噴火や地震の当時の状況や、発生メカニズムなどを、阿蘇で火山と共存し生活

をしている人（＝阿蘇人）から解説。ここには博物館学芸員やジオパークガイドが多く含まれる。 

③阿蘇人（あそもん）による館内展示案内（45分） 

 …講話をもとに、個人の体験談や想いなども交えながら、博物館内を見学。 

 

＊屋内で実施するプログラムのため、荒天時にも対応可能 

 

これまでの実績： 

H30.4より実施～10月まで  7件 143名 

 

～参加した生徒の感想～ 

・阿蘇のカルデラで生活する人々が災害の時にどう対応したかが理解できた。都心でも活用したい。 

・地震の怖いイメージだけでなく、そこから生まれたものをしっかり見ていかなくてはと思った。 

・自分の住む地域に起こり得る災害を知ることが一番の防災になると聞いたので実践したい。 

 

 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：年中可能 



ジオパーク名(地域名)：磐梯山ジオパーク  

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小学校中学年 ～ 高校生 

受け入れ可能人数：10名～200名（プログラムごとに異なる） 

所要時間：60分～180分（内容、プログラムごとに異なる） 

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 

活用施設・サイト：地域内のジオサイトなど 

交渉先：磐梯山ジオパーク協議会 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：価格、人数、内容に合せて対応可能（一般宿泊施設を利用） 

プログラム内容：添付資料のとおり 

これまでの実績：近隣の小中学校や首都圏の中学校を対象に実施している。 

受入可能時期：基本的には通年で可能 

 







ジオパーク名(地域名)：下仁田ジオパーク  

②教育旅行受入れプログラム 

１．河原の石の観察会 

対象：小学生～大人 

受け入れ可能人数：100人 

所要時間：90分 

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／その他 

活用施設・サイト：青岩公園 

交渉先：自然史館 

受入体制：観光協会の HPから申し込み 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：30人程度 

プログラム内容： 河原の石の観察 

これまでの実績：年に 5-6件受け入れ 

受入可能時期: 事前予約 1年中対応可  但し、雨で増水している際は不可 

※パッケージ化されたプログラムがあればパッケージとしてご記入ください。 

※交渉時説明用の資料があれば貼付してください。 

 

 

２．こんにゃく手作り体験 

対象：小学生～大人 

受け入れ可能人数：120人 

所要時間：90分 

実施者(複数回答可)：地域住民（蒟蒻消費拡大推進委員） 

活用施設・サイト：こんにゃく手作り体験道場 

交渉先：観光協会 

受入体制：観光協会の HPから申し込み 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：30人程度 

プログラム内容： こんにゃく手作り体験 

これまでの実績：年間 2500人受け入れ 

受入可能時期:事前予約により 1年中対応可  

※パッケージ化されたプログラムがあればパッケージとしてご記入ください。 

※交渉時説明用の資料があれば貼付してください。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：白山手取川ジオパーク 

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小～高校生 

受け入れ可能人数：～１２０程度（場所にもよる） 

所要時間：希望の時間で調整可能 

実施者(複数回答可)：ジオパーク協議会事務局員／ジオパークガイド／その他（ジオパーク学習支援員） 

活用施設・サイト：拠点施設・ジオサイト等 ※例：白山ろく民俗資料館、白山恐竜パーク白峰、白峰重

要伝統的建造物群保存地区、獅子吼高原周辺（鶴来地域）、美川伏流水群（美川地域） 

交渉先：白山手取川ジオパーク推進協議会、白山市観光連盟 

受入体制：旅行の学習ねらいに最大限沿うよう、解説内容や行き先を柔軟に対応する 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：１２０名程度（合宿含む）が可能 

プログラム内容： 白山手取川ジオパークがテーマとしている“水の旅・石の旅”を体感できるよう、山

から海までのエリア内をバスで巡る。まち歩き、湧水の試飲や化石探し、炭作りといった体験メニューや

現地巡りなど、本物体験を盛り込む。 

これまでの実績：香港の中学生など 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：冬季通行止め等、交通事情に左右される箇所もある。（季節に

応じてプログラムを編成する） 

 



ジオパーク名(地域名)： ジオパーク秩父   

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：中学生～高校生程度（体験型教育旅行・秩父地域民泊体験の受入） 

受け入れ可能人数：ジオパーク秩父体験プログラム最大人数・各プログラム 20名 

所要時間：ジオパーク秩父体験・各プログラム 3時間程度 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／地域住民／その他 

活用施設・サイト：おがの化石館・ジオパーク秩父内の各ジオサイト 

交渉先：一般社団法人 秩父地域おもてなし観光公社 

受入体制：体験するジオサイトは、事前に相談しながら決めることができます 

     詳細はこちら → https://www.chichibu-omotenashi.com/about_minpaku/minpaku_ukeire/ 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：（平成 29年度秩父地域民泊体験受入最大実績）267名 

               最大 300名程度まで可能 

プログラム内容：別添「自然体験・環境学習プログラム」のとおり 

（「体験型教育旅行 ～秩父地域民泊体験～」の体験プログラムの一部です） 

 日本の地質学発祥の地と言われるほど、ジオツーリズムを楽しめる学術的な場所がたくさんあります。 

 長い年月をかけジオが育んだちちぶならではの自然や歴史・文化の素晴らしさをガイドと共に一緒に

体験します。 

 ① ジオバスツアー 

   ジオサイトをガイドとともに見学、解説を聞き秩父地域の自然の成り立ちを学びます。 

 ② ジオウオーキングツアー 

   ジオサイトをガイドとともに見学、解説を聞き秩父地域の自然の成り立ちを学びます。 

 ③ ジオパーク秩父を学ぶ 

   秩父地域が昔、海であった証拠を専門家の解説により楽しく学びます。 

 ④ 化石のレプリカづくり 

   ジオパーク秩父の解説を聞きながら化石のレプリカを作成します。 

※上記ジオパーク秩父の体験プログラムの他、別添「自然体験・環境学習プログラム」のうち「ちちぶ

案内人倶楽部」のプログラムにも、ジオパーク秩父を巡るコースがあります。 

これまでの実績：（平成 29年度秩父地域民泊体験受入実績）17校・約 1,400名 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：1月～2月以外 

 ※「体験型教育旅行～秩父地域民泊体験～」すべての体験プログラムはこちら ↓ 

https://www.chichibu-omotenashi.com/wp_cms/wp-content/uploads/2015/03/program.pdf 

 





ジオパーク名(地域名)：男鹿半島・大潟ジオパーク   

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小学生～大学生 

受け入れ可能人数：要望に応じて対応 

所要時間：要相談 

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 

活用施設・サイト：要相談 

交渉先：男鹿市観光課が窓口 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：男鹿温泉郷各宿泊施設 

プログラム内容： 要相談 

これまでの実績：北海道の中学校 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：場所により冬季間不可あり 

 

 

教育旅行の相談は、男鹿市観光課が窓口となっている。 

教育旅行の内容（コース）について、適宜相談可。オーダーメイド可。 

ジオガイドの依頼は男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会事務局（男鹿市文化スポーツ課内）が窓口。 



ジオパーク名(地域名)：佐渡ジオパーク 

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小学生（５～６年） 

受け入れ可能人数：～４０名程度まで（ジオガイドが担当できる上限） 

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×／その他 

活用施設・サイト：地域の集落センター、二見半島～相川方面 

交渉先：（一社）佐渡観光交流機構 

受入体制：島外小学校は AGTから交渉先へ依頼要請、島内小学校は交渉先が直接誘致 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：二見半島～相川方面９０名程度（今年度実施地域）、島内全域１５０名

程度 

プログラム内容： 民泊体験時における野外実習（ジオパークガイドによる案内）など 

これまでの実績：今年度より実施。島外小学校 1件、島内小学校 4件 合計 5件 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：冬季以外 

 

添付資料：使用しているテキスト（2種） 

案内概要：小学校高学年対象 

     理科の学習指導要領を意識する（流れる水の働きなど） 

     自分達が住む地域との比較検討を実施できるように説明を行うよう心がける 

 



外海府でジオパーク探検！
そとかいふ たんけん

小学校 年 組 名前



響岩はなぜこんな形になった？
ひびきいわ

みんなで考えてみよう！
考えたことをここに書いてね！

答え



木の葉石をスケッチしてみよう！

葉っぱが化石として残るためには、
どんな条件が必要だろう？

答え



佐渡島のなりたち

2000万年以上も昔、佐渡島は大陸と
くっついてしました。

地下からマグマが上昇し、大陸と佐渡
は切り離されました。

佐渡と大陸との間はさらに広がり、
佐渡は海の底に沈んでしまいました。

佐渡は海底から持ち上がり、大佐渡と
小佐渡の2つの島となりました。
2つの島の間は平野となり、現在の佐
渡の形ができあがりました。

① ②

③ ④

大陸

佐渡

大佐渡 小佐渡

佐渡のなりたちがわかったかな？

このようななりたちをしている島だから、い

ろんな石や化石があるし、人の暮らし方も、

場所によってちがうんだ。

日本列島や、新潟がどのようにしてできたか、

ぜひ調べてみてね！



七浦でジオパーク探検！
ななうら たんけん

小学校 年 組 名前



長手岬はなぜ平ら？
なが て みさき

みんなで考えてみよう！
考えたことをここに書いてね！

答え



当てはまるのはどれ？
二見半島では地形を利用して人々が暮らしています。5段ある地形はどのように利用さ

れているか考え、線で結びましょう。

森林 田んぼ ため池

畑 家



佐渡島のなりたち

2000万年以上も昔、佐渡島は大陸と
くっついてしました。

地下からマグマが上昇し、大陸と佐渡
は切り離されました。

佐渡と大陸との間はさらに広がり、
佐渡は海の底に沈んでしまいました。

佐渡は海底から持ち上がり、大佐渡と
小佐渡の2つの島となりました。
2つの島の間は平野となり、現在の佐
渡の形ができあがりました。

① ②

③ ④

大陸

佐渡

大佐渡 小佐渡

佐渡のなりたちがわかったかな？

このようななりたちをしている島だから、い

ろんな石や化石があるし、人の暮らし方も、

場所によってちがうんだ。

日本列島や、新潟がどのようにしてできたか、

ぜひ調べてみてね！



ジオパーク名(地域名)：銚子ジオパーク           

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小学 6年生  

受け入れ可能人数：数名～ 

所要時間：1時間半から 2時間（要相談） 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド 

活用施設・サイト：屏風ケ浦 

交渉先：学校と直接交渉、その後先生と打ち合わせ 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

プログラム内容：  

 

〇「屏風ケ浦」で実施する小学 6年の理科の「土地のつくりと変化」の単元に沿った野外学習。屏風ケ浦

は隆起した大地が海の波により削られている「海食崖」です。そのためにきれいな地層が露出し、地層の

でき方を学ぶには最適な場所となっています。ここで実際の地層を観察しながら、屏風ケ浦のでき方を

考え、土地の形成について理解を深める教育プログラムとなっています。プログラムは前半の学習と後

半のジオツアーに大きく分かれます。また、復習のためのワークシート（穴埋め問題）も用意しています。 

 

【前半 地層の学習】 

① 屏風ケ浦全体のスケッチ 

② 堆積実験 

③ 目の前の崖のスケッチ 

ここでは、スケッチをすることで地層の様子を詳しく観察します。また、屏風ケ浦の化石・地層（砂と

泥）、火山灰を実際に手に取り理解を深めます。 

 

【後半 屏風ケ浦ジオツアー】 

ここでは屏風ケ浦の遊歩道で目の前の崖の様子を観察しながら、ガイドの解説を聞き理解を深めます。

「土地のつくりと変化」に関係する「屏風ケ浦の侵食・屏風ケ浦の断層・屏風ケ浦の隆起」については必

ず紹介します。 

 

〇その他、学習の目的、特に教えてほしいことなどを聞き取り、できるだけ学校の要望に沿えるような形

で実施しています。オプションとして他のジオサイトの見学、座学（地層・化石・防災など）組み合わせ

て実施できます。 

 

これまでの実績：平成 29年 銚子市の全小学校、銚子以外の小学校 1校 

        平成 30年 銚子市の全小学校 銚子以外の小学校 2校 



ジオパーク名(地域名)：銚子ジオパーク           

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：防災ジオツアー 

受け入れ可能人数：20-30名 

所要時間：約 6時間（目的に応じて流動的） 

実施者(複数回答可)：ジオパーク職員／ジオパークガイド／防災まちおこし研究会 

活用施設・サイト：ジオサイト、文化サイト等 

交渉先：募集 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

プログラム内容： 銚子の災害・事故から教訓を学び備える 

①愛宕山エリア（地球の丸く見える丘展望館） 

地球の丸く見える丘展望館から銚子の地形とツアーで見学するエリアを把握します。 

②君ケ浜エリア（君ケ浜→小畑池） 

津波について学びます。延宝地震で津波が抜けた小畑池方面まで徒歩で移動します 

③昼食 

「稲むらの火」紙芝居鑑賞と堤防をイメージした“GORYOランチ”を召し上がっていただきます。 

④千人塚・川口エリア 

海難事故と災害の伝承、安全をめざした銚子漁港整備の歴史などを学びます。 

⑤中心市街地エリア 

豪雨災害と自主防災対策、地域防災リーダーとして活躍した先人の偉業を学びます。 

これまでの実績：平成 30年 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：通年 

※パッケージ化されたプログラムがあればパッケージとしてご記入ください。 

※交渉時説明用の資料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   

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象： 

受け入れ可能人数：見学・体験内容による 

所要時間：見学・体験内容による 

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 

活用施設・サイト：見学・体験内容による 

交渉先：見学・体験内容による（下記参照） 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：最大 130人程度 

プログラム内容：  

パッケージプログラムはなし。 

目的や時間に応じて相談対応。 

対応可能な見学・体験案は別紙参照。 

※別紙資料は内容が変更される場合がありますので、ご活用をご希望の方はお問い合わせください。 

これまでの実績： 

2018年 4月下旬北海道様似中学校 1年生 38人（宿泊無） 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）： 

5月中旬～10月下旬が望ましい。それ以外は降雪期のため要相談。 

 

 

 

 

 

 

  



ゆざわジオパークでの見学・体験案 

 

◎大地の関連が強い見学地や体験 

(1)院内石採石場跡、院内石を活用したピザ窯 

かつて院内石を手掘りで採石していた場所があり、見学することができます。今年度の積雪量によっては

残雪があるかもしれませんが、比較的平地のため、全く立ち入れないということはほぼないと思われます。

ただし、状況によっては長靴などのご準備をご相談させていただくかもしれません。 

院内石はカルデラの中や周辺に火山灰が堆積してできた凝灰岩です。東北や湯沢の大地が陸化しだした時

代の火山噴火が関係しており、それに関連させて、日本列島の形成や火山噴火、またそれらによってでき

る地形のお話などができます。 

 

 

 

 

 

 

 

      院内石採石場跡の見学地写真    院内石採石場跡後ろに見えるカルデラの中に

築かれた町や水田 

また、院内石は断熱効果があるなど石材としても優れており、院内石で作られた倉庫などが湯沢市内にた

くさん現存しています。近くにある倉庫は中には入れませんが、その外観を近くで見学することができま

す。 

また、近年地域の人により、院内石を使ったピザ窯が作られています。日程や人数、時間や金額等を事前

にご相談いただければ、生徒の皆さんにピザを御試食していただくこともできます。前述の倉庫とピザ窯

は院内石採石場跡から車で 5分程度のところにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

      院内石を使った旧町役場倉庫       院内石を使ったピザ窯 

○院内石採石場跡：見学時間目安 ３０～４０分（徒歩移動と説明） 

○倉庫：見学時間目安 １０～１５分（説明） 

○ピザ窯：見学時間目安 見学のみ１０～１５分 （説明） 

     ※御試食を御希望の場合は要相談 

 

（2）小安峡大噴湯 

湯沢市は地熱資源が豊富で、温泉や地熱発電など、地域が様々な形で地熱資源を活用しています。小安峡

大噴湯は小安温泉郷周辺に有るのですが、地下の温泉の通り道に渓谷が形成されているため、渓谷の岩壁

や川底から温泉が噴き出しています。地熱資源の話から火山や火山性の温泉の成因、地域の人の活用法（牛

乳の低温殺菌、乾燥野菜の製作、ハウス栽培）の話などができるかと思います。また周辺の岩石は火山噴



火によってできた陥没カルデラが湖になり、そこに堆積した砂や泥、火山灰でできていると言われていま

す。 

雪がなければ、渓谷の下にある遊歩道を通って見学することが可能です。4 月下旬ですと、遊歩道まで降

りられるかどうかは五分五分かとおもいます。ご参考までに、今年度の開通は 4 月 22 日でした。遊歩道

に降りられない場合は、橋の上から見学することも可能です。 

○見学時間目安：遊歩道に下りる ３０～４０分（徒歩移動と説明） 

        橋の上から   １０～１５分（説明） 

 

 

 

 

 

 

        小安峡大噴湯遊歩道          小安峡大噴湯橋の上から 

 

（3）不動滝および小安峡の渓谷 

小安峡大噴湯を上流側に 2km ほどいくと、不動滝という滝があります。滝より上流は渓谷が形成されて

いません。小安峡大噴湯周辺と不動滝周辺の岩石は元々同じ成因でできた岩石なのですが、不動滝周辺の

岩石の方がとても硬くなっています。その原因は周辺の温泉の成分で、かつて不動滝周辺の岩石間を通っ

ていた温泉から硬い鉱物が晶出したことで、岩石が硬くなったと考えられています。その後、河川の浸食

作用で渓谷が形成されていったのですが、不動滝周辺の岩石が上記の理由で硬かったために浸食速度が低

下し、結果的に不動滝で渓谷が終わってしまっています。日々刻々と変わる大地の様子や河川の働きなど

の紹介ができると思います。小安峡大噴湯に入れる場合は、不動滝にも問題なく行けると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         不動滝下流側           不動滝および上流側 

○見学目安時間：２０分～３０分（徒歩移動と説明） 

 

（4）川原毛地獄 

活発な噴気活動が見られ、硫化水素の独特な臭いが感じられます。原岩はデイサイト質凝灰岩類と考えら

れていますが、噴気に含まれる成分によって珪化作用が生じ、一面白色の大地になっています。この場所

では、今もなお続くゆざわの火山活動を一番強く実感することが出来ます。 

川原毛地獄は三大霊地の一つとされ、多くの修験者や参詣者がこの地を訪れていたと記録されています。

また、1600 年代には硫黄鉱山として栄えていたなど、人々の歴史ともかかわりの深い場所です。 

更に、ほとんど植物が生えていない中、周辺に生息するヤマタヌキランの生育分布などから、厳しい環境

下での生態系について観察することが出来ます。 

 



 

  
川原毛地獄 

○見学目安時間：１５～３０分（徒歩移動と説明） 

 

（5）川原毛大湯滝 

川原毛地獄を下った所に有る滝で、河原から湧き出る温泉が沢水と混ざり合い、丁度いい温度になって流

れ落ちてきます。水着着用で自由に入ることが出来ます。滝の岩石も温泉の成分によって変質を受けてお

り、白っぽい見た目になっています。pH3 以下の強酸性のお湯です。人の手が加えられていない、ほぼ

自然の状態の温泉を体験してもらうことで、温泉が火山の恵みであること、地熱資源とひととの関わりな

どのお話ができると思います。 

  
川原毛大湯滝 

○見学目安時間：３０分（徒歩移動と説明） 

 

（6）木地山湖沼群 

木地山湖沼群は、大規模な地滑りが複数回起こり形成されたと考えられています。その中でも苔沼はコケ

沼湿原植物群落として県の天然記念物に指定されており、多様な生物を観察することができます。苔沼の

表面の大部分はミズクサで覆われており、湖から湿地へと移り変わる最終形態であるとされています。湖

が形成され、湿地となり、やがては大地に移り変わっていくことを紹介することができます。桁倉沼から

は地すべりの跡と思われる馬蹄形の崖を見ることができます。湖岸には地すべりで滑ってきたと考えられ

る溶結凝灰岩が観察できます。 

  
苔沼                  桁倉沼 

○見学目安：１５～２０分（徒歩移動と説明） 



 

（7）三途川渓谷 

かつて湯沢にあった大きなカルデラ湖に泥や砂、火山灰などが堆積し、現在は地層として地表にでていま

す。近くの橋の上からは、岩壁に水平方向の縞模様が入っていることを確認することが出来ます。直径数

十 km の巨大な湖も、時が経てば土砂が堆積しやがては大地に移り変わっていくことを紹介することがで

きます。また、この地層をくりぬいて作られた手掘りの隧道があります。これは農業用水を引くための隧

道で、川原毛地獄から流れてくる川に混ざっている温泉の成分が農業に適さないため、その川が合流する

場所よりも上流から水が引けるように作られています。豊富に湧き出る温泉の利点と欠点、またその欠点

を克服するための人々の工夫などをお話しすることが出来ます。 

  
    三途川渓谷        隧道入口※見学は難しいです。 

○見学目安時間：１５分（説明） 

 

（8）地熱資源を活用した施設等 

湯沢市は、地熱資源の活用に力を入れており、市内には複数の稼働中や建設中、調査中の地熱発電所があ

ります。見学を希望する場合には各会社へのお問い合わせをお願いしています。また、温泉の熱を活用し

て食品を加工する湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所や、ハウス栽培に温泉の熱を活用する施設なども見学す

ることが出来ます。 

  
    トマトのハウス栽培      温泉の熱で乾燥させた切干大根 

 
東北電力上の岱地熱発電所 蒸気基地 

○見学時間：３０～６０分（説明） 

（9）川原の湯っこ 

川底から所々温泉が湧出しています。場所を選びスコップなどで掘り、川の水で水温を調整するとオリジ



ナルの温泉を作ることができます。地熱資源の話から火山の話、また地域の温泉との関わりなどのお話が

できると思います。ただし 4月下旬ですと少し残雪が心配です。また、雪解け水や降雨により増水すると

体験するのは難しいです。 

○体験目安時間：６０分（説明と体験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

        川原の湯っこ温泉製作中      川原の湯っこ足湯につかる高校生 

 

（10）化石発掘体験 

前述した小安峡大噴湯や三途川渓谷周辺の岩石は、かつてのカルデラ湖に堆積して形成したものです。そ

の岩石の中に葉っぱや虫の化石を確認することができます。化石が出る場所は限られているのですが、そ

こが山奥であることや国定公園内であること、またジオパークの保全の理念等もあり、実際にその場所へ

は案内していません。しかしその場所は河川によって自然に浸食されており、川底には化石が入っている

岩石が転石として転がっています。それらは時間が経てば風化されるものであるので、事務局で採取し、

イベントなどで化石の発掘体験をしてもらっています。体験と同時に火山噴火に関連する地形の話や、土

砂が堆積し現在は湖でなくなっている話、化石の成因などについての話もできます。ただし、岩石採取の

場所が山奥のため 4 月下旬までに岩石の追加採取ができないので、現在ある分のみの対応になります。人

数によって対応可能か、また時間がどのくらいかかるのかが変わってきます。 

  
                   化石の発掘体験 

○体験目安時間：１人 ５～１０分  同時に体験できる人数 ４～５人程度 

 

（11）ジオスタ☆ゆざわ（湯沢市郷土学習資料展示施設） 

   HP http://www.city-yuzawa.jp/shisetsu04/1201.html 

湯沢市の大地の歴史や縄文文化、酒造文化、地熱資源関連などを展示した施設があります。湯沢市につい

て包括的に学ぶのに適した施設です。こちらは年中無休（年末年始除く）で入場料は無料です。上記の化

石も数多く展示しています。中でも昆虫の化石は世界でも珍しいくらい保存状態のいいものが展示してい

ます。 

○見学目安時間：３０～６０分 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           化石の展示室        縄文時代の埋蔵文化財展示室 

 

◎自然体験やアクティビティ関連 

（7）一般社団法人 地域力ワークスやまもりでの体験プログラム 

HP http://www.yutopia.or.jp/~dmo-og00/information_5.html 

地域の資源を活用した地域づくりに取り組む団体があります。人数や時間、料金などは要相談となってお

りますが、様々な自然体験プログラムを行っています。 

体験プログラム例 

・自然湧出温泉源への探訪トレッキング 

・川原の湯っこ遊び（上記） 

・残雪・スノーシュートレッキング 

・新緑を愛でながら湯の又大滝へノルディックウォーク 

・春の流しそうめん 

・火おこし、蒔き割り、畑作業、山菜偵察、バウムクーヘンなどの料理体験 

・鍋っこ遠足（野外での料理）体験 

・地域散策フィールドワーク 

・マタギ料理とマタギ講話 

・山菜名人と山菜料理、山菜貯蔵 

・アイヌ語が語源と言われている役内エリアの探訪フィールドワーク 

 

 

 

 

 

 

 

           ピザの製作             流しそうめん 

 

（8）とことん山周辺の森林散策や BBQ 

  HP http://www.minasekc.com/sub4-2-top.htm 

とことん山というキャンプ場があり、そこで BBQをすることができます。また、周辺の自然を散策する

こともできます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

         とことん山での BBQ          自然散策 

 

◎文化や伝統産業に関連する見学や体験 

（9）稲庭うどん（佐藤養助総本店）の工場見学と手作り体験 

   HP https://www.sato-yoske.co.jp/inaniwa-udon/experience/ 

稲庭うどんは 300 年以上の伝統がある、湯沢の代表的な産業の一つです。元々はお殿様への献上品とし

て製作されており、湯沢の歴史の話を絡めてご紹介できます。工場見学では、実際に稲庭うどんを作成し

ているところを見ることができます。ただし、時期や時間によっては作業していないこともありますので、

事前にご相談ください。体験では、稲庭うどんをひも状にする工程や伸ばす工程をすることができます。

実際に伸ばしたうどんを乾燥後、郵送で送ることもできます。一度に体験できる人数は 30 人までです。 

 

 

 

 

 

 

 

               稲庭うどん手作り体験 

○体験時間目安：製造体験６０分 製造・調理体験９０分 

○見学時間目安：工場見学１５分 

 

（10）川連漆器伝統工芸館見学（体験） 

   HP http://www.kawatsura.or.jp/school01.htm 

川連漆器は湯沢市を代表する工芸品の一つです。歴史は古く、武具に漆を塗るようになったことが始まり

と言われています。こちらも湯沢の歴史に絡めてお話ができます。伝統工芸館では、漆器製作の行程など

を見学することができます。体験もできますが、少し時間がかかります。 

○見学時間目安：１５分 

○体験時間目安：１２０分～ 

 

 

 

 

 

 

 

                  川連漆器伝統工芸館 



 

（11）しんこ細工体験 

   HP http://lifelong.akita-kenmin.jp/koudoubito/show.php?id=01414 

湯沢市では毎年 2月に、犬っこまつりというお祭りを開催しています。犬と社の雪像を作るお祭りで、も

ともとは小正月行事として行われていました。その際に魔よけとして米粉で作った犬を飾る風習がありま

す。しんこ細工と言われており、地域の人の手作りで作られています。そのしんこ細工を作る体験もする

ことができます。雪の話を絡めた湯沢の文化などをお話することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

                 しんこ細工作り 

○体験目安時間：６０～９０分 

 

（12）酒蔵見学 

   HP http://www.ryozeki.co.jp/kurakengaku/kurakengaku.html （両関酒造株式会社） 

   HP http://www.ranman.co.jp/ranman/company/kojo.php （秋田銘醸株式会社） 

   HP http://fukukomachi.com/index.html （木村酒造） 

湯沢市は豪雪の恵みである豊かな水や酒米などがあり酒どころとしても知られています。また、かつては

酒蔵内の温度を均一に保つために、前述の院内石が酒蔵の壁に使われていたりしていました。また、日本

酒産業が盛んになったきっかけは、院内銀山で働く若い男の人が大量消費者となったことであるとも言わ

れています。それらのことも一緒にご紹介できます。 

○見学時間目安：４０～６０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

           両関酒造              木村酒造 

 

（13）そば打ち体験（かえで庵） 

   HP http://www.minasekc.com/sub3.htm 

地域で育てたそばでそば打ち体験ができます。 

○体験時間目安：６０～９０分（体験のみ） 

 

 

 



（14）カシマサマの衣替え見学 ※日付要確認 

カシマサマとはわらで作った巨大な人形で、悪魔よけとして集落の入り口に建てられています。湯沢市内

にも、複数のカシマサマがいるのですが、そのなかでも特に大きなカシマサマは毎年 4月の日曜日に衣替

えをします。雪解けなどの状況を見ながら地域の人が日程を決めるので、合わせるのは難しいかもしれま

せんが、伝統的な風習を見学することができます。 

わらで作った人形ですので、湯沢の稲作文化とも深く関わっており、気候や文化のお話ができます。湯沢

市内のいろいろな所にいますので、衣替えの見学ができなくても、どこかで１体くらいは車窓などから見

ることができるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

                   カシマサマ 

○見学目安時間：３０分 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：三笠ジオパーク  

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：制限なし 

受け入れ可能人数：三笠 GP実績値～220名まで 

所要時間：目的等に応じて流動的に対応（2h～5h程度） セミオーダー 

実施者：ジオパーク職員・専門員・ジオパークガイドなど 

活用施設・サイト：拠点施設・ジオサイト等 

交渉先：学校と直接交渉・打ち合わせ、旅行会社と直接交渉・打ち合わせ 

受入体制：ジオパークサイドで学校の目的などを聞き取り、カリキュラム等にどのように寄り添えるか

を提案する。（SDGs・ESD・その他） 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

プログラム内容： 専用の教育旅行資料を作成 

① 事前・当日・事後のワークシートの提供及び活用 

② 学年に合わせた資料（小学生～五感で感じる野外博物館、中学生～上記ワークシート、 

その他ジオパーク穴埋めクイズ） 

③ 案内時におけるカリキュラムの復習及び振り返り 

④ 地域学習カレンダーの活用（三笠 GPで作成） 

⑤ 雨天時プログラム（複数種類：バーチャルジオツアー・ワークショップ・ジオパーク謎解き等） 

積極的な誘致活動を展開する（教育旅行相談会・商談会への参加） 

これまでの実績：33校 1610名(平成 29年度実績) 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）： 

 



三笠ジオパーク
教育旅行のすすめ

三笠ジオパーク推進協議会事務局
（三笠市役所商工観光課内）
℡01267-2-3997

三笠ジオパークでの体験学習のメリット
❶札幌や道内拠点から高速道路を利用することでスムーズに到着できる
❷本物の地層・化石・炭鉱遺構等を通じて教科単元を体験的に学習できる
❸炭鉱等の産業遺産を見学するだけではなく、石炭・化石・産業遺産が　　　
「なぜここにあるのか」を知ることができる
❹大地・動植物・歴史文化など、多様な「つながり」を理解することができる
❺博物館学芸員やガイドから解説を聞くことができる
❻施設入館や体験学習、昼食等、予算に応じたオプション対応が可能
❼時間指定や１日を通したコースなど、希望に応じた日程調整が可能
❽小中学校・高校の教育旅行の豊富な受け入れ実績がある
❾雨天時は代替プログラムでの対応が可能

[ 教育旅行資料 ]

HP Facebook

さあ行こう！一億年時間旅行へ！



　三笠市は北海道のほぼ中央、石狩平野の東北部、空知地方の南部に位置
しています。
　地勢は、東南北の三方を諸山脈に囲まれている盆地で、西方に丘陵が多
くやや平坦になっています。市の中央を東から西へと流れている幾春別川
は桂沢湖を源流とし、他の渓流と合わさって岩見沢方面へと流れています。
　気候は日本海側の内陸性冷温帯気候区に属しており、夏と冬の寒暖差が
大きく、冬季の降雪量が多くなっています。

　三笠市は、高速道路を利用することで札幌や道内拠点からスムーズに到
着できる利便性の高い場所に位置しています。札幌市からは道央自動車道を利
用して 30分、道北の拠点である旭川市、空の玄関口である新千歳空港、北海
道の中央に位置する富良野市へもそれぞれ 1時間前後で三笠 ICまで到着でき
ます。三笠 ICから各エリアへは最大 20分で到着することができます。

三笠市の場所とアクセス

三笠市の自然環境

札幌札幌

函館
新千歳空港新千歳空港

旭川旭川留萌

釧路
根室

網走
紋別

稚内

三笠市
札幌札幌

新千歳
空港
新千歳
空港

旭川旭川

三笠三笠 富良野富良野
高速
30分

高速
60分

80 分

高速
30分
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※三笠市立博物館
～富良野間 60分

※

そらち

いくしゅんべつ



三笠ジオパークとは？

　アンモナイトが海を泳いでいた１億年前から、炭鉱まちとして栄えた
現代まで、１億年時間旅行を気軽に楽しむことができる場所、それが
三笠ジオパークです。
　三笠ジオパークでは、世界的にも有名なアンモナイトをはじめとする
１億年前の生命の痕跡、石炭という大地の遺産の恩恵を受けながら
暮らしてきた、炭鉱まち特有の文化を感じることができます。

地球に残る “なぜ”  を三笠ジオパークへ探しに行こう！

“なぜ” ここに炭鉱があったのか
“なぜ” 垂直な地層が存在するのか

三笠ジオパークで見ることができるもの

　三笠市周辺に分布する中生代白亜紀から新生代第四紀にわたる堆積岩の地層
からは様々な化石が発見されます。なかでもアンモナイト化石は世界的にも有
名です。

化石

　三笠市にはかつて多くの炭鉱がありました。現在も市内各所に炭鉱遺構が残っ
ています。三笠で採掘された石炭は、日本の近代化や北海道の発展に大きく貢
献しました。

炭鉱

　三笠市周辺の地層は褶曲し、ほぼ垂直に立ち上がっています。また、石炭を
産出する約５千年前の地層とアンモナイト化石を産出する約 1億年前の地層が
隣り合わせに露出している場所もあります。

地層

　三笠市には採掘した石炭の輸送のために北海道で初めて、日本では３番目に
鉄道が開通しました。鉄道の開通は他地域の開発・経済発展にもつながってい
きました。幌内鉄道が果たした役割は、三笠鉄道記念館で知ることができます。

鉄道
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教科単元との関連①

　三笠ジオパークは、小学６年生理科「土地のつくりと変化」と中学１年生
理科「大地の成り立ちと変化」で扱う内容を、実際に体験しながら学ぶことが
できる場所になっています。実際に当地域を訪れて野外学習を行うことで、
「土地の構成物と地層の広がり」や「身近な地形や地層、岩石の観察」、「地層の
重なりと過去の様子」、「自然の恵みと火山災害・地震災害」の単元に関連した
学習を行うことができます。関連する「流れる水の働きと土地の変化」や
「火山の噴火や地震による土地の変化」についても解説します。

三笠ジオパークで大地の成り立ちを学ぶ！

小学５年生
「流れる水の働きと土地の変化」

中学３年生
「自然と人間」

小学４年生
「雨水の行方と地面の様子」

小学６年生

★土地の構成物と地層の広がり（化石を含む）
★地層のでき方
・火山の噴火や地震による土地の変化

「土地のつくりと変化」

中学１年生

★身近な地形や地層、岩石の観察
★地層の重なりと過去の様子
・火山活動と火成岩
・地震の伝わり方と地球内部の働き
・自然の恵みと火山災害・地震災害

「大地の成り立ちと変化」
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いくしゅんべつ

しんせんずいどう

★化石に触ったり地層を観察しながら、
地形や地層について学ぶことができる。
見学場所：三笠市立博物館、幾春別層、三笠層、

神泉隧道

★地層の重なりを観察し、そこから読み
取れる過去の様子を学ぶことができる。
見学場所：垂直な地層、ひとまたぎ 5千万年

★自然の恵みである石炭と火山災害・
地震災害の原因である断層について学
ぶことができる。
見学場所：石炭、断層

★：三笠ジオパークで
体験しながら学べること



教科単元との関連②

　三笠ジオパークは、小学校の社会科・中学校の歴史で扱う内容を、実際に
体験しながら学ぶことができる場所になっています。実際に当地域を訪れて
野外学習を行うことで、「新しい時代の幕あけ」や「近代国家に向けて」、
「近現代の日本と世界」の単元に関連した学習を行うことができます。

三笠ジオパークで北海道開拓の歴史を学ぶ

小学６年生

★新しい時代の幕あけ
・近代国家に向けて

「新しい時代の幕あけ」
「近代国家に向けて」

中学歴史

・欧米における近代社会の成立と
アジア諸国の動き
★明治維新と近代国家の形成
・議会政治の始まりと国際社会との関わり
★近代産業の発展と近代文化の形成
・第一次世界大戦前後の国際情勢と
大衆の出現
・第二次世界大戦と人類への惨禍

「近現代の日本と世界」
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★近代国家の形成と密接な関係にある北
海道の開拓について学ぶことができる。
見学場所：三笠市立博物館、三笠鉄道記念館

★近代産業の発展を支えた炭鉱や鉄道に
ついて学ぶことができる。
見学場所：三笠市立博物館、三笠鉄道記念館、

幾春別炭鉱関連遺構、奔別炭鉱関連遺構、　　　

幌内炭鉱関連遺構

★：三笠ジオパークで
体験しながら学べること

★近代国家の形成と密接な関係にある北
海道の開拓について学ぶことができる。
見学場所：三笠市立博物館、三笠鉄道記念館



三笠ジオパークの学習サポート

当日はもちろん、事前学習から事後学習までサポート！
1.　事前学習で学んだ内容を実際に見学することで、より深く、自然に知識を
深めることができます。
2.　博物館学芸員やガイドが案内するので、安全に楽しみながら学ぶことが
できます。
3.　「ねらい」に合わせて「まとめ」を実施するので、次への学習に繋がります。

・事前学習用のワークシートをご用意しています。
・「三笠ジオパーク小中学生用ガイドブック」をご用意してい
ます（コピーを１部お送りする形での対応となります）。
※事前学習用のワークシートは、理科・社会科の教科書と小
中学生用ガイドブックに対応した内容となっています。

事前
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事前学習シート

さあ行こう
！

地層は、海や川や沼の底に泥や砂やれきが堆積して
できます。生物の死がい、足あと、住んでいた跡などが
地層の中に残されてできたものを化石といいます。

三笠ジオパークではアンモナイトや
イノセラムスの化石が見つかっています。
それぞれどんな形なのか絵を描いてみよう！

■ 調べてみよう！

地球は活発に活動し、大地は動いています。
その証拠が火山の噴火や地震です。

下の図のような地層はどのようにして
できたのかな？

■ 考えてみよう！

アンモナイト イノセラムス

地層と化石

動く大地

①まわりから
　押されてできた

②雨や風で
　削られてできた

③大きな石に
　砂が積もってできた

地層をみると、その地層がつくられた当時、
地球がどんな環境だったのかがわかります。

年　　　組　　　番

名前

日本はちょうどプレートとよばれるかたい岩同士が
ぶつかり合うところにあります。プレート同士が
ぶつかることで大地は曲がったり壊れたりします。

マグマ マグマ

プレ
ート

プレート

けずられる
（浸食）

つもる
（堆積）

はこばれる
（運搬）

山 川 海

大地の記憶 ■ 考えてみよう！
海→陸→海と、変化したとき地層は
どちらのようになるのかな？

答え（　　　）

①

三笠の大地があるところは、太古の時代から
海になったり陸地になったり繰り返し変化してきました。

約5500万年前

約4500万年前

三笠三笠

三笠三笠

約4000万年前

三笠三笠

三笠三笠

約8000万年前

②

陸地
低湿地（石炭が作られる場所）
海

■ 調べてみよう！

ジオパーク
三笠ジオパークのロゴは三笠の大地の特徴を
表現したものです。どんな意味があるのかな？

■ 考えてみよう！

学習しているで意外だと思ったこと、ガイドさんに聞きたいことをまとめよう！

ジオパークとは「地球・大地（geo）」と「公園（park）」を
組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味します。
全国に39、北海道には5つのジオパークがあります。
ジオパークでは「保護・保全」「教育」「ツーリズム」の
3つのバランスがとても大切です。

ツーリズム

地域の「お宝」を
みんなで楽しむ

地域の「お宝」を
地元の人自身が
よく知る

教育
地域の「お宝」が
なくならないよう
大切にする

保護・保全

かたちは　　　　　　　　　　を表しています。

炭鉱

三笠では炭鉱ができたことで人が集まり、まちが
できました。人が集まったおかげでいろいろな
文化も生まれました。下の絵は三笠にまつわる
ものです。それぞれ何の絵かな？

（　　　　　　） （　　　　　　）

石炭は私たちの生活を豊かで便利にするさまざまな
産業に利用され、近代日本の発展を支えました。

蒸気を利用 化学物質を利用

石炭を採るために炭鉱がつくられ、たくさんの人が
働いていました。

船・鉄道
紡績

火力発電

鉄鋼
火薬
医薬品
染料

石炭は九州と北海道でたくさん採れました。
北海道の炭田の場所を地図に示してみよう！
　

■ 調べてみよう！石炭
石炭は「燃える石」と呼ばれました。石炭は湿地に
生えていた植物が地層に埋まり、長い年月にわたり
高い温度と圧力が加わることでできました。

どれか１つをやらなすぎてもやりすぎても、地域の「お宝」を
次の世代に残せなくなってしまいます。

植物が水の中に入る 植物が地層の中にうまる

長い年月、高い温度と圧力が加わり植物が石炭に変わる

圧力

温度 石炭層



事後

・舗装整備された道なので安全に見学できます。
・地層や化石、炭鉱遺構など、本物を使って学習できます。
・博物館学芸員やガイドがわかりやすく解説します。
・当日用のワークシートをご用意しています。
・雨天時には、屋内で実施できるプログラムを行います。
・まとめとして、自地域を見直す動機付けを行います。

・事後学習用のワークシートをご用意しています。　　　
　　　　

当日
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ふりかえりシート

深めよう！ 年　　　組　　　番

名前

（１）１億年前の地層と5千万年前の地層には、それぞれどのような特徴がありましたか？
　　適切なキーワードを選んで用いながら説明してみましょう。
　　（全てを使わなくても構いません。また、同じキーワードを複数回使っても構いません。）
　　【砂岩　イノセラムス　海　れき岩　川　石炭　泥岩　アンモナイト　エゾミカサリュウ】

（２）5千万年前と1億年前の地層が直接接しているのはなぜでしたか？
　　下のキーワードを用いながら説明してみましょう。
　　【海　風化　川　陸】

■三笠の地層

（３）石炭やアンモナイトが見つかる場所に出てきたのはなぜでしたか？
　　下のキーワードを用いながら説明してみましょう。
　　【しゅう曲　プレート　垂直】

1億年前の地層 5千万年前の地層

（５）三笠ジオパークのジオツアーを体験した感想を書きましょう。

（４）三笠では石炭がみつかり、石炭産業が栄えました。
　　以下の空欄に適切な言葉を入れましょう。

■三笠の石炭産業

■感想

石炭をたくさん
掘るために

（　　　　）ができた

石炭を掘る人を
集めるために

（　　　　　）ができた

石炭を運ぶために

（　　　　）が敷かれた

石
炭
層

・
石
炭
を
掘
る
人
を
集
め
る
た
め
に
（
　
　
　
　
　
）
が
で
き
た

地
層
に
埋
ま
っ
た
植
物
に
長
い
年
月
高
い
温
度
と
圧
力
が
加
わ
っ
て
石
炭
が
で
き
た

（　　　　　　）の移動によって大地が
ぶつかりあい、日高山脈ができた

その影響で三笠では地層が
しゅう曲して（　　　　）な
地層ができた

不整合＝（　　　）になった証拠

五千万年前の地層

一億年前の地層

石
炭
層

ここは昔
（　　　　）だった！

ここは昔
（　　　　）だった！

植物が腐らず地中に埋まった

エゾミカサリュウ

アンモナイト

石
炭
層

その結果

・
石
炭
を
た
く
さ
ん
掘
る
た
め
に
（
　
　
　
　
）
が
で
き
た

こ
う
し
て
三
笠
に
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
り
三
笠
の
ま
ち
が
で
き
た

・
石
炭
を
運
ぶ
た
め
に
（
　
　
　
　
）
が
敷
か
れ
た

石炭・アンモナイトの
発見につながる

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

太平洋プレート
ユーラシアプレート

北米プレート

日高山脈

日
本
海
溝

千島
・カ
ムチ
ャッ
カ海
溝

蝦
夷
層
群

石
狩
層
群

幌
内
層
群

炭
鉱

化
石

石
炭

鉄
道

農
業

集
治
監

川
端
層
群

西
東

約
7,

00
0
万
年
前

約
4,

00
0
万
年
前

約
2,

30
0
万
年
前

学習シート
よくわかる

！

プレート プレート

日高山脈 誕生！



三笠ジオパークの見学場所

三笠市立博物館

野外博物館

所要時間：30分～60分　(推奨：40分以上)
　日本一のアンモナイト収蔵数を誇る博物館で、展示して
いる化石に触れることができるほか、炭鉱まちとして栄えた
当時の様 な々資料や道具なども展示しています。
また、写真についても自由に撮影可能です。
　展示については学芸員が解説を行います。見学時は
各展示(化石と炭鉱)で40名程度、同時に80名まで見学
できます。

所要時間：60分～80分　(推奨：70分以上)
　三笠ジオパークのメインコースで、片道約1.2kmの
散策路です。
　炭鉱遺構などから北海道の開拓、日本の近代化の歴史
に触れ、石炭が含まれている約5,000万年前の地層や、化
石が産出する約1億年前の地層を見学できるほか、北海道
現存最古の立坑櫓(炭鉱遺産)などを見学することが
できます。地層の堆積や侵食・運搬、プレートの動きなど、
小学校高学年から中学校で学ぶ内容を現地で実物を
見ながら学習します。
　基本的に20名～25名を1班とし、徒歩で移動しながら
ガイドが解説を行います。複数の班が見学を行う場合は、
若干の時間差をつけて見学を行います。
　クラス毎(30名～40名)のご案内も可能ですが、通路幅
が狭いために、後ろの生徒が聞き取りにくい部分が出てくる
可能性もあります。

奔別炭鉱
所要時間：20分～40分　(推奨：30分以上)
　昭和35(１９６０)年から稼動し、当時は東洋一と呼ばれた
巨大な立抗櫓です。解説では、施設の概要に加え、炭鉱まち
として栄えた当時の様子などをお話します。
　敷地内のスペースが広いため、80名程度まで1度に
対応可能です。　※立抗櫓は外観の見学のみ。
　石炭を列車に積み込むための貯蔵施設(ホッパー)に
ついては、内部の見学が可能です。
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三笠市立博物館化石展示

幾春別炭鉱錦立坑櫓

垂直な地層

奔別炭鉱立坑櫓



三笠鉄道記念館
所要時間：30分～60分　(推奨：40分以上)
　道内初の鉄道、「幌内鉄道」をはじめとし、北海道の鉄道
交通の歴史文化を紹介する施設です。記念館内には様 な々
資料が展示されているほか、敷地内では蒸気機関車などの
様 な々車両を見学することができます。
　鉄道の歴史を学ぶだけでなく、写真の撮影スポットとして
も人気です。

幌内炭鉱
所要時間：40分～60分　(推奨：50分以上)
　幌内炭鉱は、明治12(１８７９)年に開坑した、北海道で初
の近代炭鉱です。平成元年の閉山まで、100年以上にわ
たって石炭を採掘していました。石炭の採掘や貯蔵、運搬な
どに使用された様 な々施設の跡を見ることができます。

昼食会場
　80名以上の場合、博物館2階と当市所有施設(ジオ-Iku)
で分かれて昼食をとっていただきます。100名程度までで
あれば、桂沢国設スキー場のセンターハウスの利用も
ご案内できます。(有料・要調整)
　晴れていれば、博物館前やみかさ遊園の芝生で昼食を
取ることも可能です。
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ジオ -IKU センターハウス※有料 みかさ遊園



ご利用料金

ガイド料金
生徒61名以上の場合の料金は、以下の通りです。
　3 時間まで生徒１人あたり 800 円
　6時間まで生徒 1人あたり 1,600 円
生徒 60名までの少人数の場合には、3時間まで 900～6,000 円、6時間まで
1,800～12,000 円と変動します。詳しくは三笠ジオパーク公式HP（トップペー
ジ ＞ 三笠ジオパーク ＞ 各種資料 ＞ 教育旅行誘致資料【詳細版】＞料金表）で
ご確認いただくか、三笠ジオパーク推進協議会事務局まで直接お電話でお問い
合わせください。

三笠ジオパークオリジナル弁当

【三笠市立博物館】
生徒 20名以上の場合の料金は、以下の通りです。
　高校生 1人あたり 360 円、　小・中学生 1人あたり 120 円
生徒 19名までの少人数の場合は、高校生 450 円、小・中学生 150 円です。

【三笠鉄道記念館】
生徒 20名以上の場合の料金は、以下の通りです。
　高校生 1人あたり 430 円、　小・中学生 1人あたり 160 円
生徒 19名までの少人数の場合は、高校生 530 円、小・中学生 210 円です。

【三笠市立博物館・三笠鉄道記念館共通入館券】
生徒 20名以上の場合の料金は、以下の通りです。
　高校生 1人あたり 550 円、小・中学生 1人あたり 200 円
生徒 19名までの少人数の場合は、高校生 650 円、小・中学生 250 円です。

【ジオ弁当（お茶つき）】900 円（税込）
【ジオ駅弁（お茶つき）】600 円（税込）
【ジオのり弁当（お茶なし）】864 円（税込）

施設入館料
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ジオ弁当 ジオのり弁当



三笠ジオパークの見学場所等の位置
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達布山エリア 三笠エリア

幌内エリア

桂沢エリア

みねのぶ

三笠市役所
三笠 IC

三笠市立博物館

至 岩見沢・札幌

至 滝川・旭川

116

11612

917

917

1129

452

452
116

野外博物館エリア

100ｍ0 

1㎞0 

幾春別川

幾春別川

桂沢湖

道
車
動
自
央
道

至 富良野・夕張

至 三笠市街中心

幾春別・奔別エリア

三笠鉄道記念館

ジオIku
三笠市立博物館

1億年前の生命の息吹を感じながら、太古
の岩石が練り込まれた桂沢ダム周辺の美し
い眺望を楽しむことができます。

桂沢エリア

三笠ジオパークのモデルルートとなって
おり、地層、石炭、炭鉱を歩きながら
楽しむことができます。

野外博物館エリア

炭鉱施設の遺構やまち並みから炭鉱まちの
面影を感じることができる昔なつかしいエ
リアです。

幾春別・奔別エリア

鉄道記念館や幌内炭鉱の遺構からは石炭と
ともに歩んだ三笠の歴史を知ることができ
ます。

幌内エリア

三笠にあった空知集治監（現在の刑務所）
の記憶をたどり、開拓にかけた先人たちの
努力の跡を見ることができます。

三笠エリア

明治の要人たちが開拓の計画を立てるため
に訪れた歴史ある場所です。

達布山エリア



おすすめコース①

・三笠市立博物館　見学 40分
　　…博物館専門員による館内案内
・野外博物館　見学 70分
　　…ガイドによる説明

博物館・野外博物館

料金

モデルプラン

ガイド料　800 円×80 名 = 64,000 円
入館料 (団体料金適用 )　120 円×80 名 = 9,600 円
合計　73,600 円

中学生 80名　
・博物館に到着し、トイレを済ませた後、各行程ごとに移動していただきます。
・博物館は各クラスに学芸員が1名つき、化石と炭鉱の展示についてそれぞれ解説を
行います。20分で化石展示見学クラスと炭鉱展示見学クラスの入れ替えを行い、
合計40分の見学を行います。
・野外博物館については、各クラスを半分に分け、それぞれのグループにガイド1名がつき、
1時間程度解説を行います。

※移は移動、WCはトイレタイム。

※トイレについては、三笠市立博物館のトイレを使用します。
 　数が少ないため、サービスエリアなどで事前にトイレを済ませてからお越しいただけると
　非常に助かります。設置数は下記のとおりです。
　　三笠市立博物館　男子トイレ　1階：個室2、小便器2　　2階：個室2、小便器3
　　　　　　　　　   女子トイレ　1階：個室2　　　　　　　 　2階：個室3
　　　　　　　　　　身障者用　　1階に1
　　野外博物館　　　仮設トイレ1基(終点付近)
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※引率者は無料となります。



おすすめコース②

・三笠市立博物館　見学 40分
　　…博物館学芸員による館内案内
・野外博物館　見学 70分
　　…ガイドによる説明
・奔別炭鉱　見学 40分
　　…ガイドによる説明

博物館・野外博物館・奔別炭鉱

料金

モデルプラン

ガイド料 1,600 円×100 名 = 160,000 円
入館料 (団体料金適用 )　120 円×100 名 = 12,000 円
合計 172,000 円

ガイド料　800 円×80 名 = 64,000 円
入館料 (団体料金適用 )　120 円×80 名 = 9,600 円
合計　73,600 円

中学生 100 名　

※移は移動、WCはトイレタイム。

・博物館に到着し、トイレを済ませた後、各行程ごとに移動していただきます。
・博物館は学芸員が各クラスを2つにわけ、化石と炭鉱の展示についてそれぞれ解説を
行います。20分で化石展示見学グループと炭鉱展示見学グループの入れ替えを行い、
合計40分の見学を行います。
・野外博物館については、各クラスを半分に分け、それぞれのグループにガイド1名がつき、
1時間程度解説を行います。
・奔別炭鉱は各クラスにガイドが1名つき、クラス毎に解説を行います。

※トイレについては、三笠市立博物館のトイレを使用します。
 　数が少ないため、サービスエリアなどで事前にトイレを済ませてからお越しいただけると
　非常に助かります。設置数は下記のとおりです。
　　三笠市立博物館　男子トイレ　1階：個室2、小便器2　　2階：個室2、小便器3
　　　　　　　　　   女子トイレ　1階：個室2　　　　　　　 　2階：個室3
　　　　　　　　　　身障者用　　1階に1
　　野外博物館　　　仮設トイレ1基(終点付近)
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※引率者は無料となります。



おすすめコース③

・三笠市立博物館　見学 60分
　　…博物館学芸員による館内案内
・野外博物館　見学 60分
　　…ガイドによる説明
・鉄道記念館　見学 50分
　　…自由見学

博物館・野外博物館・鉄道記念館

料金

モデルプラン

ガイド料 1,600 円×100 名 = 160,000 円
入館料 (団体料金適用 )　120 円×100 名 = 12,000 円
合計 172,000 円

中学生 100 名　
・クロフォード公園に集合し、トイレ、集会、写真撮影を済ませた後、
各行程ごとに移動していただきます。
・博物館は学芸員が各クラスに1名つき、化石と炭鉱の展示について
それぞれ解説を行います。
・野外博物館については、各クラスを半分に分け、それぞれのグループに
ガイド1名がつき、1時間程度解説を行います。
・鉄道記念館は自由見学とします。

※移は移動、WCはトイレタイム。
※トイレについて、
　　三笠市立博物館　　男子トイレ　1階：個室2、小便器2　　2階：個室2、小便器3
　　　　　　　　　　　女子トイレ　1階：個室2　　　　　　  2階：個室3
　　　　　　　　　　　身障者用　　1階に1
　　野外博物館　　　　仮設トイレ1基(終点付近)
　　三笠鉄道記念館　　男子トイレ　1階：個室2、小便器3　　2階：個室2、小便器3
　　　　　　　　　　　　女子トイレ　1階：個室4　　　　　　  2階：個室4
　　　　　　　　　　　身障者用　　1階・2階に各1
　　クロフォード公園　男子トイレ　個室3、小便器6
　　　　　　　　　　　女子トイレ　個室6
　　　　　　　　　　　身障者用　　1

ガイド料 1,600 円×100 名 = 160,000 円
入館料 (共通入館券・団体料金適用 )　200 円×100 名 = 20,000 円
合計 180,000 円
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ジオパーク名(地域名)：桜島・錦江湾ジオパーク 

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小中高 

受け入れ可能人数：10～200名様程度 

所要時間：1～3時間 

実施者(複数回答可)：NPO法人桜島ミュージアム職員、桜島島内各主催者（陶芸、工場、農園など） 

活用施設・サイト：桜島域内 

交渉先：学校、エージェント、桜島島内各主催者 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：宿泊は扱っていない 

プログラム内容： 多数（全 15プログラム程度） 

⇒各プログラムについては、「みんなの桜島」、教育旅行・一般団体旅行向けサイトに記載。 

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

 

これまでの実績：2011年度以降、300件程度 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：年中可能 

 

パッケージ化されたプログラムはなし 

 

⇒「みんなの桜島」、教育旅行・一般団体旅行向けサイトを参照。 

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

 



ジオパーク名(地域名)：南紀熊野ジオパーク  

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象： 

制限なし 

 

受け入れ可能人数： 

100人 

 

所要時間： 

2～2.5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 

 

活用施設・サイト： 

ジオサイト 

 

交渉先： 

串本町教育旅行誘致協議会 

 

受入体制： 

 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

 

プログラム内容：  

ジオサイトである「橋杭岩」を解説・案内。 

雨天時は、ジオパークについての講話。 

 

これまでの実績： 

 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）： 

４月上旬～９月末 

 



ジオパーク名(地域名)：天草ジオパーク  

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：天草地域外の小学校・中学校・高校 

受け入れ可能人数：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 

活用施設・サイト：見学対象地は御所浦町に限る。 

交渉先：天草ジオパーク推進協議会・天草市観光振興課・御所浦アイランドツーリズム推進協議会 

受入体制：教育旅行の種類・目的に応じて相談 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：教育旅行の種類・目的に応じて相談 

プログラム内容： 

天草地域内の学校を対象とした「見学支援事業」の天草地域外バージョン。パッケージ化はしていな

い。現地見学の前の出前授業は免除することができる。（見学対象地は御所浦町に限る） 

〔主な条件〕・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。 

        ・旅行期間中に天草地域に宿泊すること。（宿泊地は御所浦町でなくても構わない） 

これまでの実績： 

中学校・高校の修学旅行の受け入れ、県内の自治体からの夏休みキャンプ体験の受け入れ 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：年中可能 

 

 



ジオパーク名(地域名)：苗場山麓ジオパーク           

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：   無し 

受け入れ可能人数： 

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 

活用施設・サイト： 

交渉先：観光業者 

受入体制：事務局 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

プログラム内容：スノーシューを使って河岸段丘を見学 

        施設見学で概要説明  

これまでの実績： 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）： 

 

 



ジオパーク名(地域名)： Mine秋吉台ジオパーク  

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：健脚であれば誰でも 

受け入れ可能人数：何人でも 

所要時間：要相談 

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 

活用施設・サイト：カルスター（Mine秋吉台ジオパークセンター）等 

交渉先：Mine秋吉台ジオパーク推進協議会事務局（美祢市世界ジオパーク推進課内） 

TEL：0837-63-0055  FAX：0837-63-0089  E-mail：mine-geo@city.mine.lg.jp 

受入体制：有（（一社）美祢市観光協会を通じて山口県内の移動や宿泊は手配可能） 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：有、一般 250名（小学生 400名） 

プログラム内容： ジオツアー 

これまでの実績：有 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：年中可能 

 



ジオパーク名(地域名)：栗駒山麓ジオパーク 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：一般 

受け入れ可能人数：ジオガイド 1名につき 20名 

所要時間：2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／消防署職員 

活用施設・サイト：栗駒山麓崩落地（荒砥沢地すべり、冷沢崩落地等）栗原市防災学習センター等 

交渉先：（一社）栗原市観光物産協会 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：主な教育旅行向け宿泊施設 

１ 施設名：国立花山青少年自然の家・キャパシティ：400名 

２ 施設名：花山青少年旅行村・キャパシティ：48名 

３ 施設名：ウエットランド交流館・キャパシティ：47名 

プログラム内容：平成 20年岩手・宮城内陸地震により栗駒山麓で発生した日本最大級の規模を誇る「荒砥沢地

すべり」、土砂くずれや土石流が発生した「冷沢崩落地」などの地震の爪あとを、ジオガイドとともに巡ります。

実際の災害現場を見たり、体験を通じて地すべりの発生メカニズムを学ぶことで、防災・減災への意識向上に

繋げます。 

これまでの実績：あり 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：冬季以外 

参照 URL http://www.miyagi-kankou.or.jp/kyouiku/taiken/tk1/628 

 別添（教育旅行パンフレット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)：浅間山北麓ジオパーク           

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小～高校生 

受け入れ可能人数： 

所要時間：内容によって １時間～ 

実施者(複数回答可)：ジオパーク運営委員／ジオパークガイド 

活用施設・サイト：嬬恋郷土資料館、長野原町営浅間園、鬼押出し園、熔岩樹型、 

学習目的に該当するサイト 

交渉先： 

受入体制：事前相談により決定 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： １００名 

プログラム内容： 座学、現地説明案内 

これまでの実績：地元の学校、交流小学校（千代田区） 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：冬季以外 

 



ジオパーク名(地域名)：飛騨山脈ジオパーク構想   

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：小中学生 

受け入れ可能人数：約１００名 

所要時間：五色ヶ原の森５～６時間 乗鞍岳２～４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／地域住民／その他 

活用施設・サイト：①乗鞍岳（畳平周辺又は剣ヶ峰） ２～４時間 

         ②乗鞍山麓五色ヶ原の森     ５～６時間程度 

交渉先：高山市環境政策部環境政策推進課 

    五色ヶ原の森については高山市及び五色ヶ原の森案内センター 

受入体制：高山市環境政策部環境政策推進課にご相談ください。 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ：高山市丹生川町畳平周辺 宿泊約２００人（乗鞍岳畳平） 

               畳平以外の丹生川町地内 宿泊約８８０人（バス移動） 

高山市奥飛騨温泉郷 約６，０００人（バス移動） 

プログラム内容： 自然観察会 

これまでの実績：（五色ヶ原の森） 

平成２９年度高山市内小学生３５２名、中学生１７４名 

         平成２８年度高山市内小学生４３２名、中学生２２８名 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：①乗鞍岳：５月１５日～１０月末 

                    ②五色ヶ原の森 ５月２０日～１０月末 

 



ジオパーク名(地域名)：北九州ジオパーク構想            

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：北九州市立自然史・歴史博物館を活用した学習希望者 

受け入れ可能人数：リクエスト時、お問い合わせください。 

所要時間：9:00～17:00（博物館開館時間内の適時） 

実施者(複数回答可)：教員（ミュージアム・ティチャー）・学芸員 

活用施設・サイト： 

いのちのたび博物館（北九州市立自然史・歴史博物館） 

交渉先：北九州市立自然史・歴史博物館 

受入体制：北九州市立自然史・歴史博物館 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

宿泊、昼食等は、各自で確保をお願いします。 

プログラム内容： いのちのたび博物館ガイダンスおよび体験プログラムの提供など。 

これまでの実績：多数 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：博物館の開館時 

 

◎北九州におけるジオパーク活動は、北九州市立自然史・歴史博物館の教育・普及活動の一環として実施

されています。ジオパーク活動のみならず、多岐にわたる教育旅行の受け入れを実施しています。 

九州方面へお越しのさいは、ぜひご活用ください。 

詳しくは、博物館ホームページ http://www.kmnh.jp/をご参照いただき、博物館と事前に協議をお願いし

ます。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：東三河ジオパーク構想 

 

②教育旅行受入れプログラム 

対象：ガイドツアー 

受け入れ可能人数：1人～４０人 

所要時間：基本 2時間（希望内容により柔軟に対応） 

実施者(複数回答可)：博物館職員 

活用施設・サイト：鳳来寺山自然科学博物館・周辺サイト 

交渉先：学校・団体などと直接交渉 

受入体制： 

宿泊可能性・宿泊キャパシティ： 

プログラム内容： 鳳来寺山自然科学博物館で東三河の動植物と大地成り立ちの解説＋フィールドでの体

験や観察。（打合せにより、重点項目（動物・植物・この地方の岩石と鉱物・中央構造線・地層や化石・

堆積岩と火成岩と変成岩など）を決定。） 

これまでの実績：小学校、中学校、高等学校、自然系の団体、家族 

受入可能時期（例：冬季以外、年中可能）：年中可能 

 料金：大人：1,450円（入館料及び自然ガイドブック(大人用)を含む） 

    子供：  450円（入館料及び自然ガイドブック(子供用)を含む） 

 


