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ジオパーク（地域）名 ジャンル ③教育ツール（実験道具、副教材等）

洞爺湖有珠山 冊子

洞爺湖有珠山ジオパーク野外学習テキストシリーズ
1.有珠山で、大地の変化を学んでこよう！【児童用】【指導者用】
2.大自然に育まれた先人の知恵にふれよう！【児童用】【指導者用】
3.有珠山で森の植生と変遷を学んでこよう！

糸魚川 実験・パワーポイント資料 日本列島形成実験

南アルプス
(中央構造線エリア）

冊子・漫画 マンガで学ぶ　南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク

山陰海岸 冊子・漫画
1.教育活動事例集「山陰海岸ジオパークの地域資源を活用した学習指導事例集」
2.マンガ教材「マンガでみる山陰海岸ジオパーク」

室戸 実験
1.エキジョッカー
2.付加体実験
3.津波実験装置

島原半島 冊子・地図・岩石標本
1.島原半島ユネスコ世界ジオパークのことがわかる本
2.島原半島ユネスコ世界ジオパーク立体地図
3.トレジャーストーン台紙

恐竜渓谷ふくい勝山 実験
1.火山実験
2.雪室学習

隠岐 紙芝居・学習帳・冊子
1.隠岐ユネスコ世界ジオパーク紙芝居
2.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～
3.隠岐ジオパーク副読本『見て！知って！守って！隠岐ユネスコ世界ジオパーク』

阿蘇 冊子

1.「阿蘇火山の本」
2.「阿蘇　植物の本」
3.「阿蘇　水の本」
4.「阿蘇防災の本～火山と共に生きる～」

白滝 冊子
白滝ジオパーク野外学習テキスト
「見つけよう　調べよう　えんがるの宝物　観察・実験ノート」

霧島 冊子 副読本「ふるさとの山霧島山」

磐梯山 工作 パズル（木製、大型）、ジオラマ作り

下仁田
冊子・漫画・岩石標本・化
石レプリカ

1.ジオサイト解説漫画
2.河原の石の標本づくり
3.化石レプリカでバスボム制作

白山手取川 冊子・ゲーム
1.『石のたびを調べるフィールドノートin白山手取川ジオパーク』
2.岩石神経衰弱

男鹿半島・大潟
実験・化石レプリカ・紙芝
居・ワークショップ・食・
冊子

1.岩石の比較観察
2.液状化現象モデル実験(マンホールが飛び出す!)
3.火山・寒風山のでき方実験
4.貝化石のレプリカづくり
5.紙ぶるる地震用キッド
6.紙芝居「じゃがいもが石になった話」など
7.石の音を聞いてみよう
8.竜巻実験
9.土砂災害実験
10磁石で遊ぼう釣り名人
11.石で顔をつくろう
12.津波実験
13.貝殻ストラップづくり
14.緑色凝灰岩と海底火山噴火
15.火山噴火実験
16.縞石(しまいし)のスイーツ作り
17.電子版「ジオ太とジオ美の旅」

佐渡
化石レプリカ・実験・食・
岩石標本

1.化石レプリカづくり
2.地層のしましまをつくろう！
3.断層ホットケーキ
4.こ！これは！？砂ですなぁ･･･
5.ジオロゴしんこをつくろう！
6.石ころ標本づくり

伊豆半島 地図
1.複数時期の空中写真から読み取る地域の変化
2.治水地形分類図と旧版地形図

四国西予 下敷 四国西予ジオパーク　岩石解説教材(下敷)



ジオパーク（地域）名 ジャンル ③教育ツール（実験道具、副教材等）

ゆざわ
実験・食・冊子・報告書・
ノート・下敷・化石レプリ
カ・教員用手引き

1.小麦粉カルデラ実験（大）（小）
2.チョコレート溶岩流実験
3.雪？の結晶実験～スノードームを作ろう～
4.ゆざわジオパークを活用した学習報告書
5.見つけて知ってじまんしよう！ゆざわの大事な宝物
6.ゆざわジオパークノートブック
7.ゆざわジオベンチャー下敷き
8.ゆざわの火山をフンカさせよう！
9.微生物の呼吸の観察
10.道端の苔にすむ生き物観察
11.仮想捕食実験
12.スライム溶岩流実験
13.化石？のレプリカづくり
14.偏光板でキラキラ板づくり
15.ゆざわジオパーク　理科野外学習の手引き　ver.1.0

三陸 冊子 三陸ジオパーク副読本　わくわく　さんりくジオBOOK

おおいた豊後大野 冊子・岩石標本
1.おおいた豊後大野ジオパーク解説書
2.バーチャルストーン・ハンティング（岩石標本作り）

三笠
ゲーム・工作・化石レプリ
カ

雨天時等対応コンテンツ
1.雨天時ジオパーク謎解き(チームビルディング及びジオパークの要素を学ぶ)
2.ジオパーク塗り絵
3.缶バッチ製作
4.アンモナイトペーパークラフト
5.化石レプリカ作り）

桜島・錦江湾 冊子 副読本「見て・感じて・確かめよう！大地のつくりと変化」

とかち鹿追 実験
1.火山実験装置
2.川の流水実験装置

南紀熊野 冊子
1.学習用ハンドブック「南紀熊野ジオパーク　３つの大地と出会う」（2018年3月）
2.副読本「南紀熊野ジオパークの地質と地形」（2016年3月）

立山黒部 冊子 ジオパーク副読本「なめりかわのジオパーク」

天草 冊子・漫画 『海にうかぶ博物館　天草ジオパーク』（マンガ本）

Mine秋吉台 実験 石灰岩を溶かすぞ！キット

栗駒山麓 冊子・実験・岩石標本

1.副教材　ジオ読本「くりはらの大地の物語（理科編）」
2.実験道具　地すべりシミュレーション装置ユレオ
3.実験道具　カルデラ再現実験
4.実験道具　地すべりの原因を探ろう
5.実験道具　岩石標本づくり

下北 冊子 下北ジオパーク気軽に学ブック（小学生用・中学生以上用）

筑波山地域 学習帳 筑波山地域ジオパーク学習～ジオパークの視点で茎崎地区を調べよう～

浅間山北麓 冊子 浅間山があったからわたしたちは、ここにいる（副読本）

鳥海山・飛島 学習帳 鳥海山・飛島ジオパーク フィールドノート（秋田県版・山形県版）

島根半島・宍道湖中海 実験 土砂の堆積観察

萩 岩石標本 萩の岩石標本

北九州 標本・実験 地層はぎとり資料および地層堆積実験装置

土佐清水 冊子 中学生用ジオパーク副読本

十勝岳 実験・食 ポップコーン火砕流実験

東三河 冊子 わたしたちの新城（副読本）



ジオパーク名(地域名)： 洞爺湖有珠山ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：洞爺湖有珠山ジオパーク野外学習テキストシリーズ 

 

テキスト名 有珠山で、大地の変化を

学んでこよう！ 

【児童用】【指導者用】 

大自然に育まれた先人

の知恵にふれよう！ 

【児童用】【指導者用】 

有珠山で森の植生と変

遷を学んでこよう！ 

活用場所・場面 ・金比羅山火口コース 

・西山山麓火口コース 

・昭和新山・火口原展望

台コース 

・北黄金貝塚コース 

・入江・高砂貝塚コース 

・カムイチャシコース 

・四十三山（明治新山） 

・昭和新山 

・火口原展望台 

・有くん火口周辺 

対象人数・対象者 ※ 小学校６年生 理科 小学校６年生 社会 高校生 生物 

開発者（発行者） 著者 

 横山 光 

発行 

 洞爺湖有珠山ジオパ

ーク推進協議会 

執筆協力 

 横山 光/角田隆志 

企画・制作 

 洞爺湖有珠山ジオパ

ーク推進協議会 

執筆・協力 

 横山 光/露崎史朗 

企画・制作 

 洞爺湖有珠山ジオパ

ーク推進協議会 

開発年（発行年） 第１版 2013 

第２版 2017 

2014 2015 

※主対象として設定しているが、各テキストとも中学生・高校生の学習にも使用可能。 

詳細：  

  教育旅行でジオパークを訪れることを想定し、各テキストの冒頭でジオパークの概略、洞爺湖、有

珠山の噴火史について紹介している。 

  文字情報をできるだけ少なくし、イラストを用いて親しみやすい構成にした。 

  現地での学習を前提とし、実物を観察することを目的にしているので、テキスト内ではジオサイト

の詳細についてあえて深い解説をしていない。 

  指導者用テキストは、教員と現地のガイドを対象に作成したもの。教員向けには、野外を引率する

際の注意事項を多く掲載し、ガイド向けには、学校側が希望している学習ポイントを共有する内容

となっている。 

  なお、ジオサイトの詳細情報はＷＥＢ上で情報を提供することで補完しており、また各コース別の

テキストを、ジオパーク推進協議会のＨＰより無料でダウンロードできるようにしている。 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：糸魚川ユネスコ世界ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：日本列島形成実験 

活用場所・場面：屋内、体験教育旅行、屋内実習 

活用する際の対象人数・対象者：数人から数十人、小学生以上 

開発者(発行者)・開発年(発行年)：神戸高校(地震火山こどもサマースクールの教材として開発) 2012年 

野外学習テキストの有無：なし、パワーポイントで説明 

詳細：  

・小麦粉ときな粉を利用した実験で、日本列島がアジア大陸から離れて日本海が形成した際に、東日本

と西日本に分離することでフォッサマグナが形成され、埋め立てられることで今の日本列島の形となっ

たことを説明する。 

 

1 小麦粉ときな粉、定規 2本を机の上に用意する。 

2 小麦粉を定規で直方体の形に成型し、日本列島に見立てる。 

3 日本列島は、昔、アジア大陸の一部であったことを説明する。 

4 日本海が形成した際に、日本列島は、東日本と西日本に分かれた(観音開きモデル)ことを説明し、定

規 2本を利用して、実際に小麦粉の日本列島を真っ二つにする。 

5 真っ二つになった小麦粉の日本列島の分かれた隙間がフォッサマグナであることを説明する。 

6 隙間をきな粉で埋めて、フォッサマグナの海が埋め立てられたことを説明する。 

7 定規で小麦粉ときな粉の日本列島を圧縮することで、山ができたことを説明する。 

8 定規で断面を作り、フォッサマグナの断面について説明する。 

9 片付けは、タッパーに小麦粉ときな粉を入れ、机を拭いて完了となる。 

 

 

 



小麦粉ときな粉でフォッサマグナ形成実験 手順 

実演 竹之内館長補佐 

撮影・編集 茨木 

※材料や手順はまだ改良の余地があります。皆様の創意工夫に期待します。 

 

◆用意するもの：麺の湯切り用等の網、さじ、タッパー、小麦粉、きな粉 

（児童・生徒用、2人で 1組づつ）定規 2本、湯呑み等の容器（小麦粉・きな粉を

配布するのに使用）、机 

◆材料の準備 

  

準備 1. 小麦粉をふるいにかける。 準備 2. 木製のさじで“だま”をつぶす。 

  

準備 3. きな粉に小麦粉を混ぜる（きな粉は粒子が粗いので小麦粉を適量混ぜて粒子を細かくする）。 

 

◆フォッサマグナ形成実験 

  

1. 机の上に小麦粉を盛る。 2. 小麦粉の山を定規 2本で整形する。  



  

3. 日本列島の完成 4. 定規 2本で日本列島をひき裂く 

  

5. 引き裂かれた日本列島 6. フォッサマグナにきな粉を投入 

  

7. 日本列島を定規 2本で圧縮する。 8. 圧縮完了 

  

9. 定規で切断して断面を観察 



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  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：マンガで学ぶ 南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク 

活用場所・場面：学校でのジオパーク学習、その他適当と思われる場面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

活用する際の対象人数・対象者：特に制限なし 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：南アルプス（中央構造線エリア）ジオパーク協議会・

2017年 3月発行 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

 南アルプスジオパークの概要とサイトを分かりやすく 4 コママンガでまとめた冊子です。小中学生に

は分かりにくい地球科学の内容を、イラストを使って分かりやすく解説しています。小中学生だけでな

く、一般の人を対象にしたジオパーク講座にも使用できます。 

〇4コママンガ作成方針 

・専門用語はできるだけ用いない 

・1話で 1つの事柄やジオサイトを扱う 

・1話完結だが話はつながっている 

・季節に合わせたモデルコースをめぐる 

・外部のデザイナーではなく南アルプスジオパークに詳しいジオパーク専門員が描く 

〇マンガ冊子作成方針 

・ジオパーク内 6エリアのジオサイトをバランスよく選び、エリアごとにページをまとめる 

・あらためて学術部会員に科学的な正確さを確認してもらう 

・詳しく知りたい人のために補足説明（既存のパンフレットや看板データ）も入れる 

・ガイドブックとしても使えるよう地図も入れる 

・ジオパーク専門員がイラストレータで入稿、業者はほぼ印刷のみ 

 



ジオパーク名(地域名)：山陰海岸ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：教育活動事例集 

活用場所・場面：  

活用する際の対象人数・対象者：小学校、中学校、高等学校 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：山陰海岸ジオパーク推進協議会教育部会、 

2015年作成、2019～2020更新予定 

野外学習テキストの有無： 

詳細： エリア内小学校、中学校、高等学校で取り組まれている地域の資源とジオパークを活用した学習

活動について調査を行いまとめた事例集。エリア内の学校で行われている様々な学習活動を共有するこ

とにより、教育現場でよりよい学習活動に活用していただくことを目標に作成。 

 

 

 

 

 

  



ジオパーク名(地域名)：山陰海岸ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：マンガ教材 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者：全年齢 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：山陰海岸ジオパーク推進協議会教育部会、平成 26年度発行 

野外学習テキストの有無： 

詳細： 山陰海岸ジオパークのテーマである「日本海形成に伴う多様な地形・地質・風土と人々の暮らし」

についてマンガでわかりやすく解説し、多くの方に親しみやすい形で作成した。 

 

山陰海岸ジオパークの HPからダウンロード可能 

 

 

 

 



          ジオパーク名(地域名)：室戸ユネスコ世界ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：エキジョッカー、付加体実験、津波実験装置 

活用場所・場面：主にジオパークセンター、エキジョッカーは野外で活用可能 

活用する際の対象人数・対象者：20人未満・小学生以上 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：わかりません 

野外学習テキストの有無：無し 

詳細：  

・エキジョッカー 

水と粒度の異なる泥と砂が入っており、短時間でタービダイトに見られる級化構造を再現できる。また

振った後に衝撃を与えると噴砂現象を観察できる。 

 

 

 

・付加体実験 

小麦粉とココアパウダーで透明のケース内に地層を作り、そのケースの底を動かしていくことで海洋プ

レート上の地層が大陸側に押し付けられていくイメージが理解しやすくなる。 



 

プレートの動きを分かりやすく説明するためにビニール紐に４cm 間隔にしるしを入れてあります。年

間４cm 間隔でプレートが動くのでお客様の年齢だとどれくらい動いているのかを目で見て分かるように

説明する。 

 

・津波実験 

プレート境界地震により発生する津波の原理やそれが陸側に到達する様子を、大型の細長い水槽内の水

量を突然増やすことで再現する。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：島原半島ユネスコ世界ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：島原半島ユネスコ世界ジオパークのことがわかる本 

活用場所・場面：各種学習 

活用する際の対象人数・対象者：不特定多数 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：島原半島ジオパーク協議会・平成 29年 

野外学習テキストの有無：上記教材を活用可 

詳細： 当ジオパーク協議会で実施をしている「島原半島ユネスコ世界ジオパーク検定」の検定本として 

    だけでなく、各種学習の教材としても活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育ツール名：島原半島ユネスコ世界ジオパーク立体地図 

活用場所・場面：認定ジオガイド等による現地ガイド時 他 

活用する際の対象人数・対象者：最大 20名・不特定多数 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：島原半島ジオパーク協議会・平成 30年 

野外学習テキストの有無：上記教材を活用可 

詳細：認定ジオガイド等が現地でガイドを行う際に、平面の地図では断層や雲仙地溝等の説明が難しい 

ため、更なるガイド技術の向上及び旅行客等の満足度向上のために作成した立体地図。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育ツール名：トレジャーストーン台紙 

活用場所・場面：各種学習（フィールドワーク） 

活用する際の対象人数・対象者：不特定多数 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：島原半島ジオパーク協議会 

野外学習テキストの有無：上記教材を活用可 

詳細：島原半島ユネスコ世界ジオパークで見られる岩石の特徴や成り立ちについて記載した台紙。 

   実物の岩石を接着して標本として活用している。 

 



ジオパーク名(地域名)：恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：火山実験 

活用場所・場面：学校 (理科の学習・防災学習)・イベント 

活用する際の対象人数・対象者：老若男女 (20～30名程度まで) 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 勝山にかつてあった火山やその痕跡が見られるジオサイトについて，世界の火山活動と併せて紹

介．火山現象で起こりうる火山災害も紹介．これらの座学の後に火山実験を行う．火山実験では，七輪を

改良した炉を用いて，富士山の溶岩 (粉末試料+融剤[四ホウ酸リチウム]) を加熱し，溶融．それを土山

に流して溶岩が流れる様子や溶岩が固まってできたガラスを観察する．これらをセットで福井大学の三

好雅也先生に実施していただいている． 

  

 

 

  



ジオパーク名(地域名)：恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：雪室学習 

活用場所・場面：学校教育・社会教育 

活用する際の対象人数・対象者：老若男女 (20～30名程度まで) 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 勝山市では，冬に雪を倉庫に保管し，その冷熱を活用した雪室の実証実験を行っている．雪室は，

邪魔者扱いされがちな雪を資源として活用したもので，普通の冷蔵庫と異なり，温度が通年で一定して

おり湿潤な環境で食材を保存することができる (冷蔵庫はサーモスタットの ON/OFFがあるので温度の増

減を繰り返す．また，乾燥した環境となる．)．この施設を利用して，食材を保存することで，熟成され

る．例えば，じゃがいもなどの食材は，雪室に入れることで，デンプンが分解されて糖に変わることで，

甘みが増すと言われています．この雪室訪れ，雪室について学習する際に，勝山に雪が降るメカニズムや

地球環境について学ぶ機会を提供している． 

  

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：隠岐ユネスコ世界ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：隠岐ユネスコ世界ジオパーク紙芝居 

活用場所・場面： 保育園、幼稚園、小学校、町立図書館 

活用する際の対象人数・対象者：３歳～6歳の未就学児、小学１・2年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：①隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会・2017年 

野外学習テキストの有無：無 

詳細：  

未就学児を対象とし、隠岐ジオパークについて遊びの中で楽しみながら知ることを目的とし作成した。 

対象年齢が未就学児のため、ストーリー構成も平易なものにし、読み手が子どもたちに呼びかける仕

組みを盛り込むことで、子どもたちも紙芝居の登場人物にリンクさせて世界観に引き込み、楽しんで

学べるようにした。この紙芝居を通して、子どもたちの隠岐(地域)を愛する気持ちを成長させていく。 

また、紙芝居を通して子どもだけでなく読み手(親世代)にも環境保全や隠岐ジオパークへ興味を持っ

てもらうことを目的としている。 

 

隠岐ユネスコ世界ジオパーク紙芝居 

 

 

 

 



 

 

教育ツール名：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～ 

活用場所・場面：小学 3年生～6年生/中学校における理科、社会、総合的な学習の時間の授業 

活用する際の対象人数・対象者：1学級 40人程度・小学 3年生～中学 3年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：環境省中国四国環境事務所・2016年 

野外学習テキストの有無：有 

詳細：  

本学習帳では、持続可能な社会づくりの構想概念(ESDの要素)と重視する能力・態度を念頭においた

体験プログラムを作成し、隠岐の国立公園やユネスコ世界ジオパークに代表される自然や文化への理

解を深める活動を通じて、人の生活が環境の恵みの上に成り立っており、それらの資源や環境が限り

あるものであることを実感し、将来にわたって豊かな自然や文化を受け継ぐ意思と行動力のある人材

を育成することをねらいとした。そのため、作成したプログラムは活動や体験を重視した参加・体験

型のものになっているうえ、学校授業の中で活用しやすいよう、各教科・単元と整合したテーマ・構

成とし、事前学習、現地学習、事後学習ができるようにしている。また、子どもの興味関心や学習段

階に応じて効果的に学習が出来るよう、「基本シート」、「プログラムシート」で構成している。「基本

シート」には隠岐の自然や文化等に関する学習において、必要な情報をテーマ別にまとめている。「プ

ログラムシート」には学習指導要領に基づき、対応する単元ごとに概要やねらい、授業に進め方(ス

ケジュール)などがまとめられている。また、本学習帳ではジオサイトをメインとして学習を行わな

いように設定しており、あくまでも、文科省が提示する学習指導要領に沿ったサイト現場(諸学 6 年

生の学習の場合 礫岩や砂岩、泥岩の地層)に行き、自分の目で退官する学習を行う。その発展とし

て、ジオサイトにも触れ、興味関心を持ってもらうことを目的としている。授業や活動を円滑に進め

ることができるように補助教材等も貸し出しが可能である。 

学習帳については島内の各小中学校には 1冊配布し、Web上でも PDFデータを無料でダウンロード

できるようにしている。 

  http://www.env.go.jp/park/daisen/data/gakushucho.html 



 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～ 

 

 

 

 

 

 

 



プログラムシート 

 

 

 



補助教材 

 

岩石標本 

 

地図写真 



 

植物写真 

 
牧畑ゲーム 

 

 



教育ツール名：隠岐ジオパーク副読本『見て！知って！守って！隠岐ユネスコ世界ジオパーク』 

活用場所・場面： 小学校、町立図書館 

活用する際の対象人数・対象者：小学４年生以上 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：①隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会・2013年 

野外学習テキストの有無：無 

詳細：  

本副読本は小学 4年生以上を対象とし、隠岐ユネスコ世界ジオパークの特徴である、「大地の成り立ち」、

「独自の生態系」、「人の営み」の内容、そしてそれらのつながりをわかりやすく知るための普及啓発資

料として作成した。特に小中学校など学校教育の総合的な学習の時間や理科、社会の教科授業において

地域学習にも活用できるようにした。小学 4年生以上を対象とするため、漫画形式を用いて、イラスト、

ストーリー、図や表を活用し、平易な表現を使うことで、読みやすいものとなっている。 

 また、この副読本をもって野外学習が出来るように、冊子の大きさも A5 サイズと携帯しやすくして

いる。この副読本については、各観光窓口などにパンフレットとして設置しているほか、Web上でダウ

ンロードできるようにしている。 

http://www.oki-geopark.jp/pamphlets/ 

 

隠岐ジオパーク副読本『見て！知って！守って！隠岐ユネスコ世界ジオパーク』 

 



ジオパーク名(地域名)：阿蘇ユネスコ世界ジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：①「阿蘇火山の本」②「阿蘇 植物の本」 

③「阿蘇 水の本」④「阿蘇防災の本～火山と共に生きる～」 

活用する際の対象人数・対象者：小（高学年）・中・高校生  

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：NPO法人阿蘇ミュージアム 

        ①2006年 ②2010年 ③2012年 ④2015年  

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

イラストや写真を中心にＱ＆Ａ方式で解説している。野外学習でも持ち歩きやすいＢ６サイズ。 

野外学習だけでなく、事前・事後学習にも活用可能。 

ガイド自らが調査・研究し、専門家の監修を受け執筆したもの。 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：白滝ジオパーク  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：白滝ジオパーク野外学習テキスト 

       「見つけよう 調べよう えんがるの宝物 観察・実験ノート」 

活用場所・場面：遠軽町内における小中学校の教育活動 

活用する際の対象人数・対象者：小学生〜中学生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 

       えんがるの宝を守り，未来につなげるプロジェクト実行委員会発行，2018年 1月発行  

野外学習テキストの有無： 

詳細： 白滝ジオパーク内で実施可能な観察学習及び成り立ちを再現する実験方法を一冊の冊子にまとめ，

学校教育の現場で活用している。現地での学習を想定して作成しており，現地の地図，観察・実験に必要

な道具，観察のポイントを写真付きで紹介している。大地の成り立ちだけではなく，大地とのヒトの活動

がどのようにつながっているのかを学習できるように内容を工夫した。新学習指導要領に対応しており，

各教科単元との関係を示した指導者用テキストも同時に作成した。冊子は無料で配布している。 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 霧島ジオパーク          

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：副読本「ふるさとの山霧島山」 

活用場所・場面：エリア内小・中学校 

活用する際の対象人数・対象者：小学校５年生～中学生  

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：環霧島会議教育専門部会 平成２２年 

野外学習テキストの有無： 

詳細： 霧島山をとりまく５市２町の行政で組織する環霧島会議の教育専門部会が作成。 

   学校教育の中で、霧島山の成り立ち、火山活動、自然や災害について子どもたちが学べる 

   副読本として作成。各校に配布。(1クラス分５０冊程度)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 磐梯山ジオパーク  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：パズル（木製、大型）、ジオラマ作り 

活用場所・場面：イベント 

活用する際の対象人数・対象者：1人～3人程度 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：磐梯山ジオパーク協議会 

野外学習テキストの有無：なし 

詳細：  

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：下仁田ジオパーク           

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名： ジオサイト解説漫画 

活用場所・場面：野外実習前の事前学習など 

活用する際の対象人数・対象者：小学生以上 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 2018年 下仁田町発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育ツール名：河原の石の標本づくり 

活用場所・場面：雨天時の代替えプログラム、町内行事でのワークショップなど 

活用する際の対象人数・対象者：小学生以上 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 2011年 11月 下仁田町 

 

 

 

 

 

教育ツール名：化石レプリカでバスボム制作 

活用場所・場面：雨天時の代替えプログラム 

活用する際の対象人数・対象者：小学生以上 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 2018年 7月 下仁田町 

 

   

 

 



ジオパーク名(地域名)：白山手取川ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：『石のたびを調べるフィールドノート in白山手取川ジオパーク』 

活用場所・場面：河原などのフィールドジオパーク学習イベントなど。 

活用する際の対象人数・対象者：１人～、小学生以上 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 白山手取川ジオパーク推進協議会・２０１２年 

野外学習テキストの有無： 

詳細： 手取川の河原で見られる石を、岩石の種類でグループ分けし、それぞれの写真を１面に掲載して、

コンパクトにまとめたもの。平易な言葉で、その石の特徴なども記している。広げると A3サイズ、折り

たたんで A6サイズの冊子状にすることもでき、持ち運びも便利。ストーンペーパーで作られており、水

ぬれにも強い。また実際にどこで観察できるかをメモする表や、その石のもとあった場所（露頭）につい

ても情報があり、そこから考えられることを誘導するような仕掛けも作られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィールドノート 

フィールドノートを使ってのイベント 



ジオパーク名(地域名)：白山手取川ジオパーク          

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：岩石神経衰弱 

活用場所・場面： 室内やイベントブースなど。ジオパーク学習イベントや PRブース。 

活用する際の対象人数・対象者：１人～（８人以下程度で行うのが適度）・年少程度から可能 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：白山手取川ジオパーク推進協議会・２０１０年 

野外学習テキストの有無： 

詳細：白山手取川ジオパークの河原でよくみることができる、代表的な岩石（例：泥岩、砂岩、安山岩）

の裏側に岩石名を書いて、裏返して名前をみえないようにして置く。並べた石の中から２つ同じ種類だ

と思うものを２つひっくり返し、トランプの神経衰弱のように遊ぶもの。やり方は様々で、大人数で遊ぶ

こともできるほか、一人でも遊べる。遊び方はとても簡単なので、低年齢でもすぐに親しむことができ

る。同じものを探すというゲーム性のある中で、岩石を自然にしっかりと観察することになり、その特徴

を説明されたときにも理解が進みやすい。中には瓦とコンクリートなども含まれており、遊びながら、自

然にできた石と人工的に作られた石も知ることができる。遊びの最中、スタッフから石や大地の成り立

ちのお話を聞くことで、身近にある石からジオパークのストーリーを知ることができる。 

 

 

岩石神経衰弱を使ってのイベント 

岩石神経衰弱 



ジオパーク名(地域名)：男鹿半島・大潟ジオパーク           

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

◆教育ツール名：岩石の比較観察 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター。小学 6年理科「土地のつくりと変化」、中学 1年「大

地の成り立ちと変化」の授業支援 

活用する際の対象人数・対象者：54人位まで 小学 6年・中学 1年  時間約 30分～40分 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市教育研究所 2013年 

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を使いパワーポイントで解説。 

詳細： 男鹿産の岩石標本 5種(礫岩、砂岩、泥岩、安山岩、花こう岩)をグループ(テーブル 6人掛け)ご

とに用意し併せて観察シートを全員に配布する。岩石の観察を通して、ルーペや実体顕微鏡の操作技能

を育成するとともに小学 6 年生の場合は主に堆積岩(礫岩、砂岩、泥岩)のできかたの違いやつくりの違

いについて理解を深める。中学 1 年生の場合はこれに火成岩(火山岩、深成岩)の観察を含める。岩石標

本 5 種から水の働きでできた岩石、火山の働きでできた岩石を観察し、水の働きでできた岩石 3 種の分

類については予想や仮説をもち話し合う。観察シートに、手触り、硬さ、粒の大きさや形など観察した

岩石の特徴について分類し、話し合いを通してでき方の違いについてまとめる。発展型学習として男鹿

半島で観察できる特徴的な岩石(珪質頁岩、緑色凝灰岩、かんらん岩など)について観察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：液状化現象モデル実験(マンホールが飛び出す!) 

活用場所・場面：ジオパーク学習センター  理科教育、防災教育、生涯教育 

活用する際の対象人数・対象者：54人位まで。小学生、中学生、高校生、大学生 一般  時間約 30分 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市教育研究所 2013年 

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を使いパワーポイントで解説 

詳細： モデル実験を通して自然災害に関する正しい知識の習得をめざすとともに防災に対する意識を高

め、自らの命を守る主体的に行動する態度を育成する。ペットボトルの中にさらさらした海岸の砂(ペッ

トボトルの 1/4程度)と色付きのマップピン 3個、水を入れておき、砂とマップピンを混ぜ机の上に立て

る。砂が沈んでピンが砂に埋まったところで地震を再現しペットボトルの下部をボールペンか鉛筆で何

度か叩く。そうするとピンが突然浮き上がってくる。なぜピンが浮き上がってくるのかを砂と水、揺れ

のことばを使って説明できるように指導する。5～6 人掛けのテーブルごとに 2 個置き順次全員に行って

もらう。液状化現象の事例や原因についてはパワーポイントで解説する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：火山・寒風山のでき方実験 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター。小学 6年・中学 1年 理科  時間約 20分 

活用する際の対象人数・対象者：50人位まで。 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：ケニス製 

野外学習テキストの有無：なし  

詳細： ジオサイト・寒風山の玄武岩溶岩による火口と安山岩の火山岩尖を野外観察する前に、ジオパー

ク学習センターで溶岩の粘性の違いによる噴火の違いを学ぶ。紙粘土で山を作りその中に注射器を入れ

火道を作って置く。火山のでき方実験器を 2 個準備し、洗濯糊を食紅で着色し、一方は洗濯糊だけ、も

う一方は洗濯糊に事前に作っておいたホウ砂の飽和水溶液を 1～2適入れかき混ぜておく。実験ではマグ

マに仕立てた 2 種類の液を注射器に入れて下から押し上げる。粘りの違いでどう溶岩が流れるか観察す

る。(写真は粘りの大きい溶岩の場合)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：貝化石のレプリカづくり 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 総合的な学習 理科   時間 30分～60分 

活用する際の対象人数・対象者：約 30人まで 小学生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 2014年 

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を活用しパワーポイントで解説 

詳細： 貝化石の表面に洗剤を塗り、その上にコーキング材をガンで注入し固まったら貝化石を除く。こ

の型枠の表面に洗剤を塗りその上に水性の石膏を注入し固まったら型枠から取り外す。この石膏にアク

リルカラーで色付けしていくと化石のような雰囲気のあるレプリカができ上る。型枠づくりから始める

と 2日間ほどかかるため、通常は、型枠から取り外した石膏に色を塗る最終行程だけとする。60分ほど。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：紙ぶるる地震用キッド 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 防災学習  時間 60分 

活用する際の対象人数・対象者：約 54人位まで  小学生 3年～6年 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：名古屋大学大学院環境学研究科福和研究室・応用地震計測 

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を使用しパワーポイントで防災教育の一環として解説する 

詳細： 指定通りに組み立てていくと 30 分ほどででき上る。できあがったら基礎部に指を乗せ左右に揺

すったり、筋交いを入れたりして揺れ方の違いを探る。屋根にクリップをつけて屋根の重い場合と軽い

場合の揺れの大きさを観察してみる。全員体験できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：紙芝居「じゃがいもが石になった話」など  時間 20分 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 総合的な学習 理科  

活用する際の対象人数・対象者：54人程まで 小学生 3～4年生 幼児 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市教育委員会 2014年 

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を使い紙芝居を行っている。 

詳細： 『男鹿のむかしばなし』(男鹿市教育委員会,1993)の中に縞石のある部落の伝説が入っており、

これを参考に絵と文を作成。絵は当時の地元の高校生が描いた。縞石とは流理を示す流紋岩類を地元で

呼んでいる俗称で、内容はお坊さんと男鹿のおばあさんの話。太鼓の音やカラスの鳴き声も入り臨場感

がある。 岩石への興味を深め、ふるさと教育にもつながる。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：石の音を聞いてみよう  

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 総合的な学習 理科  時間 20分 

活用する際の対象人数・対象者：約 54人まで  小学 3～4年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 2014年 

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を使いパワー保ポイントで解説 

詳細： 岩石の空隙実験。男鹿産の緑色凝灰岩を入れたプラスチックのコップに水を注ぎ、耳を近づける

と音が聞こえてくる。よく見ると石から泡が出てきている。どこから泡が出ているのか、穴の大きさで

音が違うのかを考える。発展型学習として空隙が多い岩石はどのようにしてできたのか考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：竜巻実験 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター  理科教育  総合的な学習  防災教育  

時間 20分 

活用する際の対象人数・対象者：約 54人まで 小学生～成人 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター   

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を使用し、パワーポイントで解説 

詳細： 蓋付きのプラスチックのコップに水を入れ、洗剤を一滴垂らし蓋をする。コップの上部を手に持

ち回転させると竜巻が発生する。誰でも簡単にでき、竜巻について考える動機づけになる。全員が体験

できる。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：土砂災害実験 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター  理科教育  防災教育  時間 20分 

活用する際の対象人数・対象者：30人位まで   小学 5,6年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 2014年 

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 衣類などを収納する大型プラスチックケースの底に穴の開いたプラスチックケースを底を上にし

て 2 個並べその上に園芸用の鹿沼土で山をそれぞれ作っておく。ジョウロ 1 個を使用し水を流した場合

と 2個使用し水を流した場合で通常の雨と豪雨の違いで山の崩れ方を観察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：磁石で遊ぼう釣り名人 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 幼児教育 小学校生活科 理科 時間 30分 

活用する際の対象人数・対象者：1回に 5人まで 幼児 小学生 1～3年 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター  

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 青色のポリプロピレン樹脂ボードを用意し周囲をスチロールカバーで覆う。魚や貝などの絵を厚

紙に子どもたちに書いてもらう。魚の形などに切り抜き、鉄のクリップを付けてボードの上に並べる。

竿は割りばしに 30㎝ほどの長さの糸を付けその先端に磁石をセロテープで取れないよう貼っておく。竿

をボードの中に垂らし紙の魚などを釣り上げる。大きな魚を釣ると子どもたちは大喜び。磁石に触れ合

うことができ、磁石が付く寒風山の安山岩を入れて置くと岩石の中に磁性がある石があることも体験で

きる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：石で顔をつくろう 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 幼児教育  時間 30分～60分 

活用する際の対象人数・対象者：約 54人まで  幼児 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター  

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 男鹿半島・大潟ジオパークの様々な岩石に触れて楽しむ。石にはいろいろな色や重さ、大きさ、

手触りの違いがあることを知る。小さな岩石や貝殻に動く目のシールを張り、接着剤でビーズを付けた

りカラーマジックで口を描いたりしながら顔を作る。創造力、表現力も養われる。体験作り時間は約 30

分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：津波実験 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター   防災教育  時間 20分～30分 

活用する際の対象人数・対象者：約 50人位まで  小学生～大人 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 2017年 

野外学習テキストの有無：なし 

詳細：津波と表面波(波浪)の違い、津波の高さと遡上高の違いを学ぶ。プラスチックのケースの中に

陸地として発泡スチロールを固定し、もう一方に断層運動が起きる装置を入れておく。事前に水が外に

漏れないようコーキングしておく。 ケースに水を入れ、海側で断層運動を起こし津波と表面波の波長の

違いを観察、次に津波の高さと遡上高の違いを実験で観察する。併せて男鹿半島における地震災害の歴

史を解説する。最後に参加者で防災について話し合ってもらう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：貝殻ストラップづくり 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 教育旅行などの成果品 綜合的な学習 生涯教育 

時間 30分～60分       

活用する際の対象人数・対象者：50人位まで 小学生～大人 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 男鹿半島・大潟ジオパークとの触れ合いや思い出づくりに適した体験型学習。教育旅行やスポ

ーツ少年団、生涯教育団体用に利用されている人気プログラム。表現力や情操教育にもつながる。男鹿

半島の安田海岸にある穴の開いた貝殻を利用しピーズストラップを作る。ストラップ金具とテグスワイ

ヤー、ビーズを準備し、作り方は順次説明する。体験作り時間は 30分ほど。全員が体験できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：緑色凝灰岩と海底火山噴火 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 小学 6 年:理科「土地のつくりと変化」 中学 1 年理

科「大地の成り立ちと変化」   時間 20分 

活用する際の対象人数・対象者：約 50人～60人 小学 6年生 中学 1年生  

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 2017年 

野外学習テキストの有無：なし 電子黒板を利用しパワーポイントで解説 

詳細： 男鹿半島のジオサイトで観察できる新第三紀中新世の緑色凝灰岩は海底火山を主とする地殻変動

で誕生したもの。当時の海底の環境をイメージするための教材。インスタントコーヒーの空のガラス瓶

に酢を入れ食紅で色を付け、その上に食用油を入れておく。実験時は食用油の上に重曹をスプーンで少

し入れると海底火山が噴火してくる。併せて日本列島がユーラシア大陸から離れ始める時代の様子を考

察する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：火山噴火実験 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 防災学習の一環   時間 20分 

活用する際の対象人数・対象者：約 54人まで  小学 5、6年生 中学 1年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター  

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 透明なプラスチックのケースを用意する。粘土で山を作りその中にチューブを埋め込んでおく。

チュウプのもう一方の先はペットボトルのキャップに穴を開け通しておく。ペットボトル本体は半分に

カットし口の部分をチュウブ付きのキャップにつなげる。チュウブの付いたキャップの部分は液体が漏

れないようにコーキングしておく。実験を行う際は助手が必要。実験では事前にプラスチックのケース

に水を入れた後で塩をたくさん入れかき混ぜておく。次に粘土の山をケースの中に入れペットボトルの

部分は助手が手に持ち高く上げる。チュウブの中は空気が入らないよう一度空気抜きをする。チョーク

の粉と水をかき混ぜた液体を高く上げたペットボトルに流し込むと粘土の山から噴火活動が始まる。こ

の実験を通して火山噴火と防災についてみんなで話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆教育ツール名：縞石(しまいし)のスイーツ作り  時間 20分～30分 

活用場所・場面：男鹿市ジオパーク学習センター 総合的な学習(ふるさと学習) 理科 生涯教育 

活用する際の対象人数・対象者：ホットプレート 1つに 4～5人まで 小学生～大人 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 2017年 

野外学習テキストの有無：なし 



詳細： 男鹿半島の伝説「じゃがいもが石になった話」に出てくる縞石をチョコで再現。縞石とは流理を

示す流紋岩類を指して地元で呼んでいる俗称。ホットプレートとアルミホイール、チョコ(白と黒)を準

備。熱くしたホットプレートの上にアルミホイールを置き、白と黒のチョコを入れる。少し溶けてきた

らスプーンの先でゆっくりかき混ぜた後、ホットプレートから外して冷ますと縞石のでき上り。流紋岩

のような粘りの大きい溶岩だと均一にならず縞々模様になることを体験する。コーヒーにミルクを入れ

た場合は均一になるのでその違いも観察してみるとよい。時間があれば男鹿産の黒曜石をイメージした

スイーツも水飴とグラニュー糖、水、食紅を入れてかき混ぜてつくることができる。こちらは地下を上

昇したマグマからガス成分が抜けていく様子や流紋岩質マグマが急冷されガラス状に固結する様子が観

察できる。 

 

 
 

 

◆教育ツール名：電子版「ジオ太とジオ美の旅」 

活用場所・場面：男鹿半島・大潟ジオパーク いつでもどこでも見たい時に見ることができる理科、及

び総合的な学習、生涯教育の副読本 

活用する際の対象人数・対象者：制限なし 小学生～大人 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：男鹿市ジオパーク学習センター 2014年～ 

野外学習テキストの有無：インターネットで閲覧できる 

詳細： 男鹿市ジオパーク学習センターのキャラクター・小学生のジオ太とジオ美が男鹿半島・大潟ジオ

パークの各ジオサイトを旅して大地のつくりについて学び、新しい発見や感動しながら地球の保護・保

全にも関心を示していくストーリー。小学生の視点が基本。わかりやすく各ジオサイトの見どころを紹

介している。ジオパークには関心があるが書籍などは専門用語が多く難しいと思っている大人にも適し

ている。すでに 18のジオサイトが網羅されており、野外観察の際利用している大人も少なくない。キャ

ラクターのジオ太の顔は男鹿産の溶結凝灰岩、ジオ美は同じく男鹿産の緑色凝灰岩で製作し実際にジオ

パーク学習センター内に設置し来館者との触れ合いの場ともなっている。 

 

 

 

 

 



 



ジオパーク名(地域名)：佐渡ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名： 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

 

 

 詳細は別紙参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化石レプリカ作り 地層のしましま作り 

断層ホットケーキ こ！これは！？砂ですなあ 

ジオロゴしんこ作り 石ころ標本作り 



No. タイトル 対応人数 対象 内容 価格 円
（一人分）

1 化石レプリカづくり ～30 保育園～
プラスチック樹脂「おゆまる」を使った化石のレプリカ作り体験。
テキストあり。専門員による解説あり。
園児の場合は保護者の協力が必要。

200円

2 地層のしましまをつくろう！ ～20 小学校高学年
ペットボトルにサンゴ砂とカラーサンドを入れ、堆積地層をつくる実
験。専門員による解説あり。

100円～

3 断層ホットケーキ ～30 小学校高学年
ホットケーキミックスとココアを使った断層形成実験。専門員による
解説あり。学年行事や、理科の授業で活用できる。

35円～

4 こ！これは！？砂ですなぁ･･･ ～20 小学校高学年
佐渡島内で見られる砂の標本作り。台紙に砂プレパラートを貼り、
マップを完成させる。専門員による解説あり。

0円

5 ジオロゴしんこをつくろう！ ～30 保育園～
佐渡の郷土料理「しんこ」を作りながら、佐渡のなりたちや、しんこの
材料であるお米が採れる理由などを学ぶ。専門員による解説あり。
主に保育園での実施実績あり。

0円

6 石ころ標本づくり ～15 小学校低学年～
島内で採取可能な石ころを使った標本作り。国定公園などの規制
区域に関する説明や、佐渡のなりたち解説などを併せて行う。専門
員による解説あり。

未定

佐渡ジオパーク体験メニュー　一覧



ジオパーク名(地域名)：伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

◆教育ツール名：複数時期の空中写真から読み取る地域の変化 

活用場所・場面：地域学習（理科：大地の変化 社会：地理分野 防災学習） 

活用する際の対象人数・対象者：小学校 6年以上・1クラス程度 

開発者・開発年：伊豆半島ジオパーク推進協議会・2017年～ 

野外学習テキストの有無： 

詳細： 国土地理院「地理院地図」では複数時期の空中写真を閲覧できる。得られる空中写真の撮

影年は地域によって異なるが、ジオパーク地域では 1960 年代頃のものから存在する。複数時期の

空中写真を見比べることで、集落の位置や土地利用、災害痕跡（崖崩れ跡）、防災施設の変化など

を読み取ることができる。こうした変化から地域の産業の変遷や、災害に対する脆弱性などに気が

付いてもらう。どのような事に着目するかは教科によって異なる。授業の流れは、①個人作業での

空中写真読み取り → ②グループで一つの地図にまとめる → ③変化の原因やそれによって生じ

た長所短所、解決方法などのアイディア出し → ④グループごとに発表。生徒に配布する資料とし

ては、複数時期の空中写真、変化を読み取る項目の例、などである。個人での読み取り作業やグル

ープでの議論にあたっては教員や研究員などから適宜アドバイスを行ったほうが良いこともある。 

 

 

例） 

 

 
 

 

 

 

防災学習のための空中写真
判読。 
 
上）人口の増加によって、
昔は水害の危険のために避
けられていた場所に建物が
建つようになった。 
 
下）崖崩れが発生した 



◆教育ツール名：治水地形分類図と旧版地形図 

活用場所・場面：防災学習 

活用する際の対象人数・対象者：小学校 6年以上・1クラス程度 

開発者（発行者）:伊豆半島ジオパーク推進協議会 

開発年（発行年）：2016年～ 

詳細：  

 治水地形分類図は河川周辺の微地形（自然堤防や旧河道、後背湿地など）の分布を示した地図

で、一級河川を対象に国土地理院が作成している。この地形分類図には河川に沿って形成された

平野内の微地形が詳しく表示されており、学校や集落の位置関係と微地形の関係を読み取りやす

い。治水地形分類図と旧版地形図を重ね合わせたものを読み取ることで、水害に弱かった昔の

人々が自然堤防のような微高地に集落をつくり、旧河道のような低地を避けていた様子を読み取

ることができる。また、現在の地図や洪水ハザードマップを見比べることで、どこが危なそうな

ところなのか、洪水が起こりそうなところにどこに逃げたらよいか、を議論してもらう。なお、

河川に限らず地形分類図は整備されているが、治水地形分類図は河川の作る地形に着目している

ため、水害の学習には適している。 

例） 

 

 

治水地形分類図と明治期の
地図の重ね合わせ。 
治水地形分類図上で黄色く
着色された自然堤防の上に
集落が分布している様子が
よく分かる。これは洪水時
にも自然堤防のある場所が
浸水しにくく、もし浸水し
ても水がはけるのが周りよ
りも早いためである。 



ジオパーク名(地域名)：四国西予ジオパーク           

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：四国西予ジオパーク 岩石解説教材(下敷) 

活用場所・場面：小/中学校における学習(総合・理科)及び高校における探求学習 

活用する際の対象人数・対象者：小学校 4年生以上・人数は特になし 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：四国西予ジオパーク推進協議会 2017年～ 

野外学習テキストの有無： 

詳細： 四国西予ジオパークを代表する岩石の識別方法を学ぶための教材 

  四国西予ジオパークではどのような岩石が採取できるのか、その出来方はどうなのか、市内のどの

場所で見ることができるのかなどの解説をしている。 

活用方法 

①下敷を見ながら事前学習 

 ②フィールドに出て実際の岩石を手に取って学習 

 ③フィールドでの学習後、授業時等の副教材として活用 等 

 

                            （おもて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （うら） 

 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：小麦粉カルデラ実験（大）（小） 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2013年頃から実施し、複数人が少しずつ改良 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

（大） 

【実験道具作成】 

(1)写真 1 のようにストローの両側の先端を切って、ストローの曲がる部分が風船の細い部分にくるように固

定する。風船の入り口にチューブを入れると、固定しやすい。空気が漏れないようにしっかりと固定。 

(2)段ボールに穴をあけ糸を通し結ぶ。写真 2 のように、(1)の風船のストロー部分を糸の輪に通して、曲がる

部分をひっかけて固定する。 

(3)写真 3 のようにゴルフのアイアンティーに穴をあけ、紐を通す。栓の先にガムテープを巻くと栓をしたと

きに滑らない。 

(4)アクリルパイプにカードリングを写真 4 のように紐で取り付ける。 

    

     写真 1              写真 2           写真 3 

  

     写真 4           写真 5 

【実験のしかた】 

(1)受け皿の上にアクリルパイプを 1 つ置き、中に台と風船を設置し空気を入れ、栓をする。 

(2)上から小麦粉を入れ、風船が見えなくなるように山の形に整える。栓についた紐は外に出しておく。 

(3)2 段目にカードリングを取り付けたアクリルパイプ、さらにもう 1 つのアクリルパイプを重ねて、上にア

クリル板を置いてふたをする。栓の紐はリングを通して 2 段目と 1 番上のパイプ間から外に出す（写真 5）。 

(4)紐を引いて栓を抜き、小麦粉がへこんでカルデラができる様子を観察する。ストローにクリップを付ける

と噴火の勢いを調整できる。 



 

 

（小） 

(1)水風船、小麦粉、セロテープ、ストロー、針を準備する。 

(2)水風船を膨らませ、入り口を結ぶ。 

(3)水風船をセロテープで台に固定する。 

(4)水風船の上側にセロテープを貼る。後ほどの作業のために、少し広めに貼るとよい。 

(5)水風船が完全に隠れるように小麦粉をかぶせ、山を作る。 

(6)ストローに針を張り付け、小麦粉の山の上から風船に針を刺します。先ほど上側に貼ったセロテープの場

所に刺さるように気をつける。 

(7)上手く刺さったらゆっくり針を抜き、空気が抜ける様子を観察する。 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：チョコレート溶岩流実験 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2015年頃から実施 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

(1)紙粘土で山を作成する。 

(2)作った山の上にラップをかける。山がはみ出ないように注意する。 

(3)溶かしたチョコレートを流し、流れる様子を関猿する。溶岩が山の低い所を選んで流れていく様子や、

縄状溶岩ができる様子などを観察できる。 

(4)流したチョコレートを冷やして食べる。 

  

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：雪？の結晶実験～スノードームを作ろう～ 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2017年実施 以下のホームページを参考とした 

http://www.tnmt.net/chem/snowintt/ 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

(1)ふたが閉まる瓶、ビー玉、接着剤を準備する。 

(2) 瓶の内側底に接着剤でビー玉をくっつける。 

(3)塩化アンモニウム 12.5gと水 25mlを瓶に入れ蓋をする。 

(4)湯煎で温め、塩化アンモニウムを完全に溶かす。 

(5)溶けたら湯煎から外す。冷えてくると塩化アンモニウムが結晶化してくるので、その様子を観察する。 

 

雪が日本海側の内陸で多く降る過程を紹介する。時間や対象によっては、山脈の形成や大地の成り立

ちまで深く話を繋げる。 

冷えるまで時間がかかるので、クイズなどをしながら結晶化を待つ。 

湯煎で溶かせば何度でも再現可能。安全のための注意事項を伝え、持ち帰ってもらう。 

 

 

   



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：ゆざわジオパークを活用した学習報告書 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：湯沢市ジオパーク推進協議会・平成 25年度から毎年 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

小・中・高校を対象としたアンケートを実施し、その年に各学校で行ったふるさと学習やジオパークを

活用した学習をまとめて報告書を作成している。また、毎年推進協議会主催で開催している学習交流発

表会の様子も報告する。作成した報告書は各学校へ配布している。 

報告書は記録を残すだけでなく、より多くの先生方にジオパークの活用方法としてどのようなものがあ

るのかや、他の学校がどのような活動をしているのかを知ってもらうことも目的として発行している。 

     

  



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：見つけて知ってじまんしよう！ゆざわの大事な宝物 

活用場所・場面：学校・野外学習 

活用する際の対象人数・対象者：小学４～６年生 

開発者・開発年：湯沢市ジオパーク推進協議会・2016年 3月 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

学校の先生から「子どもたちが読み物として読むことが出来るような資料集がほしい」という意見を

参考に、ゆざわジオパークの見どころを紹介した副読本を作成した。 

児童が書き込みやすい紙質を使い、最初の方のページは概要、後ろの方のページには少し学術的なこ

とを記載し、幅広い年代や興味に対応できるよう工夫した。また、前ページカラーで作成し、イラス

トを多用するなど「読んでも楽しい」ものを目指した。毎年市内の新 4 年生全員に配布している。ア

ンケートでは、2017年 3月時点で 11校中 8校の小学校が副読本を活用していると回答している。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：ゆざわジオパークノートブック 

活用場所・場面：野外学習 

活用する際の対象人数・対象者：小学校４～６年生 

発行者・発行年：湯沢市ジオパーク推進協議会・2014年 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

児童が野外学習を行う際に、メモやスケッチができるようなノートブックを作成している。書き込み部

分は５mm 方眼になっており、実際のフィールドノートを模した。外見は小学生になじみ深いようなデザ

インにしている。毎年市内の新４年生全員に配布している。 

 

  



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：ゆざわジオベンチャー下敷き 

活用場所・場面：学校 

活用する際の対象人数・対象者：小学４～６年生 

発行者・開発年：湯沢市ジオパーク推進協議会・2016年 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

児童ジオパークに親しみやすいよう、身近な教材である下敷きにジオパークのキャラクターをデザイ

ンした。下敷きは A4サイズで作成し、日常の学校生活で使ってもらえるようにしている。下敷きの裏

では、各地域の特徴を模したキャラクターが地域の説明を簡単にしている。毎年市内の新４年生全員

に配布している。 

 

  



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：ゆざわの火山をフンカさせよう！ 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2017年実施・以下のホームページを参考 

https://www.wikihow.jp/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E3%82%92%E5%86%8D%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

オキシドール、イーストパウダー、食器洗剤、片栗粉を使いマグマに見立て、ペットボトルで噴火さ

せた。マグマの粘性の違いは分量を調整して表現した。ゆざわジオパークの地図（2m×2m 程度）を準

備し、実際に火山がある場所で噴火実験を行った。 

マグマの成分により、噴火の様子や溶岩の流れからが変わることや火山の形が変わることなどを紹介

した。 

  

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：微生物の呼吸の観察 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2018年実施 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

湯沢市内で採取した苔から生物を捕集し、フェノールフタレイン溶液と水酸化ナトリウム溶液の赤色混

液を用いて、微生物の呼吸の観察を行った。シャーレ内が微生物の呼吸による二酸化炭素で満たされる

と、混液が赤色から透明色に変わることを観察した。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：道端の苔にすむ生き物観察 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2018年実施 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

湯沢市内で採取した苔から、ツルグレン装置（ペットボトルと電球を利用）により生物を捕集し、顕微

鏡で観察した。苔の採集地ごとの生物密度測定も行い、比較した。家でも自主的にできるように、苔の

採取から観察までをまとめた用紙を準備し、当日配布した。合せてパネルの展示を行った。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：仮想捕食実験 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2018年実施 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

擬態した生物がいる風景の写真から、隠れた生物を見つけてもらう。参加者はパソコン画面で写真を

みて、生物の部分を指で軽く触れる。正解の場合は次の写真に進む。昆虫、鳥、動物など様々な種類

の生物を準備した。 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：スライム溶岩流実験 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2018年より実施 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

洗濯のりとホウ砂、水、絵の具でスライムを作り、流れ方を観察する。ホウ砂を小さなシリンジ（注射

器）で少しずつ入れながらスライムを作成するので、粘性の違うスライムの流れ方を観察できる。 

詳細は子ども向けの説明書参照。 

 

 

 



 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：化石？のレプリカづくり 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2018年から実施 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

平らな石とホタテガイ（現生の稚貝）の殻を準備し、油粘土で型を取って石こうを流し込んでホタテガ

イの化石っぽいレプリカを作る。 

詳細は以下子供用説明書参照。 

 

 



 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：偏光板でキラキラ板づくり 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者： 

開発者・開発年：2018年より実施 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

岩石を顕微鏡で観察するときに使う偏光板を２枚と、セロテープを貼ったプラバンを用いてキラキラす

る板を作る。偏光板 2 枚の間にプラバンを挟んで回すと、セロテープを重ねて貼った場所がそれぞれ違

う色にキラキラ光る。 

詳細は以下子ども向け説明書参照 

 



 

 



ジオパーク名(地域名)：ゆざわジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：ゆざわジオパーク 理科野外学習の手引き ver.1.0 

活用場所・場面： 

活用する際の対象人数・対象者：小学５、６年生、中学１、３年生 

発行者・開発年：田口 瑞穂（秋田大学教育文化学部）・2017年 3月 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

ゆざわジオパークを理科学習に活用したくても、どこでどのような学習ができるのかが分からない、と

いう先生方の声に応えるために作成。理科学習に必要であろうと思われる情報を載せ，授業を提案して

いる。内容は、平成 20 年改訂の学習指導要領に準拠しており、使用を想定する小・中学校の教科書は

東京書籍で、理科の単元名はそれに合わせている。本手引きの製作は 2016 年度の湯沢市ゆざわジオパ

ーク学術研究等奨励補助金を活用して作成された。 

 

  



ジオパーク名(地域名)：三陸ジオパーク  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：三陸ジオパーク副読本 わくわく さんりくジオ BOOK 

活用場所・場面：教育者にお任せ 

活用する際の対象人数・対象者：小学校５・６年生～中学校 1年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：三陸ジオパーク推進協議会発行 

                      岩手県教育委員会協力 

                      平成 27年 3月発行 

野外学習テキストの有無：無 

詳細：川口印刷工業株式会社 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：おおいた豊後大野ジオパーク           

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：おおいた豊後大野ジオパーク解説書 

活用場所・場面：市内小中学校におけるジオパーク学習 

活用する際の対象人数・対象者：2,500人 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：おおいた豊後大野ジオパーク・2017年 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

ジオパークのこと、地球のこと、おおいた豊後大野ジオパーク（豊後大野市）周辺の地形・地質、お

おいた豊後大野ジオパーク内の各ジオサイト（ジオパーク内の見所）を解説し、市内全小中学校の児童

生徒用として配布している。第 2 版目（1 版は 2015 年に作成）であり、各学校でジオパークの現地学習

に行く前の事前学習や、班研究の壁新聞の基礎資料として使用されている。全 98ページ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：おおいた豊後大野ジオパーク           

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：バーチャルストーン・ハンティング（岩石標本作り） 

活用場所・場面：市内小中学校のジオ学習、イベント時の体験学習 

活用する際の対象人数・対象者：希望者（通常 1回 30人程度が限界） 

開発者（発行者）・開発年（発行年）：おおいた豊後大野ジオパーク 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

おおいた豊後大野ジオパーク（豊後大野市）には、約 9 万年前の阿蘇の噴火による火砕流堆積物をは

じめ付加体などもあり、多種多様の岩石が存在します。これらを全部拾いに行くことはエリアも広く困

難であるため、あらかじめ準備した石を場所と生成方法などを説明しながらシートに貼り、自分だけの

標本作りを行う。 

 

 

 

   



ジオパーク名(地域名)： 三笠ジオパーク  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：雨天時等対応コンテンツ（雨天時ジオパーク謎解き(チームビルディング及びジオパーク

の要素を学ぶ)・ジオパーク塗り絵・缶バッチ製作・アンモナイトペーパークラフト・化石レプリカ作り） 

活用場所・場面：基本的には雨天時及び屋外に行くことができない場合の体験プログラム 

活用する際の対象人数・対象者：制限なし 

野外学習テキストの有無：無（教育旅行誘致資料として作成した、事前・事中・事後資料などを活用） 

詳細： 雨天時や屋外に行くことができない場合、基本的には博物館内を中心としたプログラムとなるが、

博物館で学習した内容の補完及び、三笠ジオパークの各種特徴について、体験メニューを通じ学習して

もらうことを目的として実施している、 

 

 

●ジオパーク塗り絵 

 

 

 

●アンモナイトペーパークラフト 

 

 

 

 

 



●雨天時ジオパーク謎解き 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 桜島・錦江湾ジオパーク  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

１ 教育ツール名： 

副読本「見て・感じて・確かめよう！大地のつくりと変化」 

２ 活用場所・場面： 

鹿児島市域の小学校（市立７８校、その他３校）及びエリア拡大想定地域（姶良市・垂水市）の 

一部小学校 

３ 活用する際の対象人数・対象者： 

小学校６年生の児童及び理科担任 約６，２００名 

４ 開発者（発行者）： 

桜島・錦江湾ジオパーク推進協議会（同左） 

５ 開発年（発行年）： 

2016年～2017年（2017年） 

６ 野外学習テキストの有無： 

野外学習テキストとしても活用可 

７ 詳細：  

 当ジオパークをはじめとする鹿児島県内の地域資源を素材に多く用いて、水や火山の働きによる大地

のつくりのほか、火山噴火や地震による大地の変化などを学習できるもの。 

 

 

 

 

副読本（内容の一例） 副読本（表紙） 



ジオパーク名(地域名)：とかち鹿追ジオパーク   

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

 

教育ツール名：①火山実験装置 ②川の流水実験装置 
 

活用場所・場面：視察対応・授業など 
 

活用する際の対象人数・対象者：特になし 
 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：①林 信太郎 氏 ②不明 
 

野外学習テキストの有無：無 
 

詳細： ①２種類の入浴剤を用いて、水槽に沈めた山の模型から入浴剤を噴出させることで、 

     火砕流が起きる様子や火山灰が広がる様子を視覚的に見ることができます。 

    （乳成分が含まれた入浴剤で火山灰の噴出を、粉末のナトリウム入りの入浴剤で 

     火砕流を疑似的に再現しています。） 
 

    ②川の働きである「浸食」「運搬」「堆積」を視覚的に見ることができる装置です。 
 

 
 

①火山実験装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②川の流水実験装置 

 



ジオパーク名(地域名)：南紀熊野ジオパーク  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名： 

・学習用ハンドブック「南紀熊野ジオパーク ３つの大地と出会う」（2018年 3月） 

・副読本「南紀熊野ジオパークの地質と地形」（2016年 3月） 

 

活用場所・場面： 

小中学校理科や社会の授業、遠足、総合的な学習の時間など 

 

活用する際の対象人数・対象者： 

小中学生 

 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 

南紀熊野ジオパーク推進協議会 

 

野外学習テキストの有無： 

上記ハンドブック 

 

詳細： 

・学習用ハンドブックについて 

南紀熊野ジオパークを、地学・地形・歴史・文化・災害・生物に分けて解説・紹介している。また、現

地で観察しやすいように、ジオサイトの解説、観察ポイントや地図も掲載。平成３０年度から、和歌山

県内中学校１年生に全員（約８０００部）に配布している。 

・副読本について 

小学校６年生で学ぶ「大地のつくりと変化」に沿った内容。特に川原の石の観察に適した内容になって

いる。また、南紀熊野ジオパークのジオサイトの紹介一部あり。平成２８年度から毎年、南紀熊野ジオ

パークエリア内の小学校６年生全員（約８００部）に配布している。 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)： 立山黒部ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：ジオパーク副読本「なめりかわのジオパーク」 

活用場所・場面：座学 

活用する際の対象人数・対象者：１クラス程度 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：滑川市教育委員会、2018年３月発行 

野外学習テキストの有無：無し 

詳細：  

 富山県滑川市の小学校５年生を対象としたジオパークの副読本。滑川市は、急流河川の早月川が作り

出した臨海扇状地や河岸段丘上に位置しており、日本三大深海湾の富山湾に面する。副読本では滑川の

大地・川・海ごとに、市内やその付近に位置する地質・地形、自然、文化の見どころを紹介している。 

 作成にあたっては、市内の小中学校教諭が原稿を担当しており、ジオパーク協会等がアドバイザーと

して参画している。2018 年度より、市内すべての小学５年生に配布されており、ジオパークの出前講座

の際に教材として利用されている。 

 

 

 

             ジオパーク副読本「なめりかわのジオパーク」 



ジオパーク名(地域名)：天草ジオパーク    

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：『海にうかぶ博物館 天草ジオパーク』（マンガ本） 

活用場所・場面：学校や図書館に配布。出前授業を受けた児童生徒に配布。 

活用する際の対象人数・対象者：対象は小学生以上。 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 

 発行者は天草ジオパーク推進協議会。発行年は２０１６年３月。（編集は北海道地図株式会社） 

野外学習テキストの有無：なし。 

詳細：あまくさの地形の成り立ち（褶曲構造など）を、御所浦町のキャラクター「てらのくん」が解説す

る内容。標準語版と方言版の２種類を作成。 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：Mine秋吉台ジオパーク  

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：石灰岩を溶かすぞ！キット 

活用場所・場面：ジオツアー、出前授業等 

活用する際の対象人数・対象者：１回 20名程度、誰でも 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：Mine秋吉台ジオパーク推進協議会、2015年 

野外学習テキストの有無：無 

詳細：Mine 秋吉台ジオパークの中央部に広がる秋吉台は、石灰岩が雨水や地下水に溶けてできたカルス

ト地形である。本キットは、石灰岩が雨水等に溶けることを身近なものを使って説明するための

ものである。 

 

・用意するもの：石灰岩、石灰岩以外の岩石（例えば花崗岩等）、サンポール（酸性トイレ用洗剤）、岩

石２つの入る容器（タッパー等） 

 

・手順 

①石灰岩以外の岩石にサンポールをかけ、特に反応が起きないことを確認する 

②石灰岩にサンポールをかけると、泡が発生する 

③泡の正体が二酸化炭素で、石灰岩が酸に溶けることを説明する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：栗駒山麓ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：副教材 ジオ読本「くりはらの大地の物語（理科編）」 

活用場所・場面：施設内や関連サイトでの活用可 

活用する際の対象人数・対象者：ジオガイド及び説名者 1名につき 20名まで・子どもから一般まで 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：栗駒山麓ジオパーク推進協議会・H28 

野外学習テキストの有無：有 ワークシート等（小学生対象） 

詳細：ふるさと栗原にある豊かな自然から、たくさんの恵みを受けている。こうした自然は大昔から長い

年月をかけてつくられてきたもので、火山や洪水、地震などの自然災害と大きく関係している。副読本

では、栗原の見どころとこの地域で起こりうる災害特性などをまとめ、学習や視察に活用している。 

 

 

教育ツール名：実験道具 地すべりシミュレーション装置ユレオ 

活用場所・場面：施設内や関連サイトでの活用可 

活用する際の対象人数・対象者：ジオガイド及び説名者 1名につき 10名程度・子どもから一般まで 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：栗駒山麓ジオパーク推進協議会・H25 

野外学習テキストの有無：有 

詳細：平成 20年岩手・宮城内陸地震で発生した荒砥沢地すべりがどのように発生したのか実験装置を用

いてメカニズムを再現する。 

 

 

教育ツール名：実験道具 カルデラ再現実験 

活用場所・場面：施設内や関連サイトでの活用可 

活用する際の対象人数・対象者：ジオガイド及び説名者 1名につき 10名程度・子どもから一般まで 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：栗駒山麓ジオパーク推進協議会・H26 

野外学習テキストの有無：有 

詳細：栗原の大地はおよそ 20～30 万年前、約 40 キロも離れたカルデラからの火砕流が到達し形成され

ている地域がある。そのカルデラの仕組みについて実験装置を用いてメカニズムを再現する。  

 

 

教育ツール名：実験道具 火山噴火実験 

活用場所・場面：施設内や関連サイトでの活用可 

活用する際の対象人数・対象者：対象人数なし・子どもから一般まで 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：栗駒山麓ジオパーク推進協議会・H26 

野外学習テキストの有無：有 

詳細：栗駒山は昭和 19 年の小噴火以降噴火は見られないが、現在も常時観測されている活火山である。

その栗駒火山の仕組みについて実験装置を用いてメカニズムを再現する。 

 

 



教育ツール名：実験道具 地すべりの原因を探ろう 

活用場所・場面：施設内や関連サイトでの活用可 

活用する際の対象人数・対象者：対象人数なし・子どもから一般まで 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：栗駒山麓ジオパーク推進協議会・H28 

野外学習テキストの有無：有 

詳細：荒砥沢周辺を構成する岩石４種類（砂岩・シルト岩・軽石凝灰岩・溶結凝灰岩）に触れ、観察し、

比較しながら、荒砥沢地すべりの発生の理由について考えていく。 

 

 

教育ツール名：実験道具 岩石標本づくり 

活用場所・場面：施設内 

活用する際の対象人数・対象者：ジオガイド及び説名者１名につき 12名まで・子どもから一般まで 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：栗駒山麓ジオパーク推進協議会・H28 

野外学習テキストの有無：有 

詳細：エリア内の見どころをバーチャルジオツアーとして体験しながら、所定の台紙にエリア内の岩石

を貼り付け、自分だけの岩石標本をつくるワークショップ。岩石を観察し、その特徴やなりたちと人の

くらしとの関係を考える体験プログラム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実験道具 別添「栗駒山麓ジオパーク 教育旅行のしおり」参照 

 

ジオ読本 表紙 ジオ読本 ページ内容（一部） 



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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●栗駒山登山道コース

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 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：下北ジオパーク気軽に学ブック（小学生用・中学生以上用） 

活用場所・場面：小・中学校における理科や総合での学習 

活用する際の対象人数・対象者：小学３年生以上 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：下北ジオパーク推進協議会・２０１７年 

野外学習テキストの有無： 

詳細：  

 下北地域の小・中学生が野外実習や現地見学で利用するシーンを想定して、本学習用テキストを作成

した。本テキストは広げるとＡ３の大きさになるが、中心に切れ込みが入っており、これにしたがって

折りたたむとＡ５の冊子状になる。これは他のジオパークのパンフレットを参考に作成し、小学生が野

外実習を行う際に持ち歩くバックに入るサイズとなっている。小・中学校がジオサイトを見学する場合、

バスを利用することが多いので、大型バスでも停車しやすい６つのジオサイトを冊子面で解説し、下北

ジオパークの概要やマップ、他のジオサイトの情報はＡ３の見開き面で解説している。 

 小学生用はすべての漢字にふりがなを振り、イラストを活用して興味を持たせるような構成にしてい

る。中学生以上用は紙面の割り振りは小学生用と同一だが、地形の形成過程などを図で解説し、よりレ

ベルアップした内容としている。 

 本テキストは下北地域の小学３年生～中学３年生全員に配布し、各学校での授業に合わせて随時活用

していただいている。 

 

 

   

 

   



ジオパーク名(地域名)：筑波山地域ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：筑波山地域ジオパーク学習～ジオパークの視点で茎崎地区を調べよう～ 

活用場所・場面：茎崎中学校７年生ジオパーク学習 

活用する際の対象人数・対象者：約 80名 茎崎中学校７年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局 

                       地球科学専門員 杉原薫 2018年 

野外学習テキストの有無：有 

詳細： 別添に教材データを添付いたします。 

 



 

 

つくば市立高崎中学校８年生 

筑波山地域ジオパーク学習  
～ジオパークの視点でつくばのまちを再発見～ 

 

 
つくばのまち 再発見 

〇 つくばのすごいところはなんだろう  

 つくばの自然、歴史・文化や科学技術（研

究施設）の魅力を、筑波山地域ジオパーク

のジオサイトや学習施設で探してみよう！ 

〇 つくばを探検しよう 

 筑波山、地図と測量の科学館、平沢官衙

遺跡を訪問し、つくばの大地の成り立ちと歴

史・文化を学ぼう！ 

〇 つくばで再発見したことを発信しよう 

 牛久沼など茎崎周辺の大地の成り立ち、歴

史・文化や環境問題を調査し、その魅力や

抱える課題を共有・発信しよう！ 

 

8年   組    番  氏名 

 

 筑波山地域ジオパーク推進協議会 事務局本部 

（つくば市ジオパーク室内） 

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 

☎029-883-1111 | ✉geo298@city.tsukuba.lg.jp | http://tsukuba-geopark.jp/ 
 



 

 

準備するもの 

① 服装 

体操着（動きやすい服装）、防寒着、運動靴（滑りにくいものが望

ましい）、帽子 

 

② 持ち物 

□リュック（両手を空けられるバッグ） □筆記用具 □タオル 

□飲み物 □雨具（レインコートが望ましい） 

□「筑波山地域ジオパーク」パンフレット □「旅と地球」冊子 

 

③ 乗り物酔いに備えて 

□酔い止め薬 □エチケット袋 

（＊体調が悪くなったりケガをしたりしたら、すぐに引率の先生に知らせよう） 
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1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

【学習のテーマ】 

筑波山のすそ野はなぜ広い？ 

【学習の目的】 

・ 一見、富士山に代表される火山のように見える筑波山が、実は火山ではなく、

地殻変動に伴う隆起でできた山であることを知る。 

・ 筑波山をつくる斑れい岩と花こう岩を観察し、深成岩の特徴、特性を知るととも

に、それらに関連する地形（険しい山頂となだらかなすそ野）の形成や自然災

害（山津波とよばれる土砂災害）を知る。 

・ 筑波山の地形や地質がはぐくむ山岳・巨石信仰や、石材業、農業（特に醸

造業やみかん栽培）を知る。 

 【小中学校関連単元】 

・ たのしい理科５年（⑦流れる水のはたらき p92-111） 

・ たのしい理科６年（⑧土地のつくりと変化 p112-137） 

・ 理科の世界１（④大地の変化 p213-221; p239-251; p252-259） 

・ 理科の世界３（⑥地球の明るい未来のために-自然と人間と科学技術-p 

258-271） 

・ 新しい社会 地理（第 2編 第 2章 世界から見た日本の姿 p141-155・

第 3章日本の諸地域 p227-238） 

・ 新しい社会 歴史（第 2章 古代までの日本 p38-51） 

・ 新しい社会 公民（第 1章 現代社会と私たちの生活 p16-23） 

 【現地学習用ワークシート】 

① 斑れい岩 ② 花こう岩 ③ 斜面堆積物 （＊参考図表） 

【復習とまとめ】 
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1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

はじめに 

筑波山（標高 877ｍ）は、八溝山（標高 1022ｍ）に次いで茨城県内で 2

番目に高い山で、茨城県では唯一、『日本百名山』の一つに選ばれています。また、

山頂からは、関東平野や霞ヶ浦はもちろん、スカイツリーや富士山まで見渡すことがで

き、国土交通省の定める『関東の富士見百景』の一つにも選ばれています。 

『西の富士、東の筑波』と言われるように、古来、筑波山は富士山と比べられ、地

域の誇り、原風景として人々に愛されてきました。筑波山も富士山も、険しい山頂と

広いすそ野を持っており、一見するとよく似ていますが、これら 2 つの山をつくる岩石と

山のかたちの成り立ちは大きく異なっています。 

 今日は、筑波山中腹にあり、つくば市内の観光名所の一つでもある筑波山梅林

で、筑波山をつくる岩石や堆積物の特徴を観察し、筑波山の険しい山頂と広いすそ

野の成り立ちを学習します。また、筑波山とその周辺の地質や地形がはぐくむ地域の

歴史や文化、伝統産業についても学習します。 
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1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

筑波山のすそ野はなぜ広い？ 

① 斑れい岩 

 

・ 色は（      ）。 

・ 手ざわりは（      ）。 

・ 鉱物の大きさは（      ）。 

・ 含まれる鉱物の種類は（      ）。 

・ 斑れい岩は風化・侵食され（   ）。 

・ 節理（せつり）面は、少なくとも（   ）に発達している。 

・ 礫の大きさは（       ）。 

・ （  ）とよばれる筑波山の斑れい岩は、一般に（  ）として利用さ

れ、筑波山神社では（   ）にも使われている。 
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1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

筑波山のすそ野はなぜ広い？ 

② 花こう岩 

 

・ 色は（      ）。 

・ 手ざわりは（      ）。 

・ 鉱物の大きさは（      ）。 

・ 含まれる鉱物の種類は（      ）。 

・ 花こう岩は風化・侵食され（   ）、風化や侵食で岩石の内

部までもろくなったものは（   ）とよばれる。 

・ 花こう岩は、一般に（   ）ともよばれ、墓石や建材などの（ 

 ）として広く利用されている。 

・ 花こう岩地帯に浸透し、通過した水は（   ）に富む。 

  



5 

 

1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

筑波山のすそ野はなぜ広い？ 

③ 斜面堆積物 

 

・ 堆積物が溜まっているのは（      ）。 

・ 斑れい岩の礫の大きさは（     ）。 

・ 斑れい岩の礫とそれ以外の土砂の積もり方は？ 

（         ）。 

・ 沢の水は（  ）となり、堆積物の（  ）を流れている。 

・ 堆積物がつくる斜面の傾きは（    ）・ 

・ 斜面の日当たりは（    ）。 

・ 斜面の上には（     ）が植えられている。 

・ 筑波山ろくで起きる土石流は（   ）とよばれている。 
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１．筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

＊参考図表 

火成岩の分類 

 

深成岩の地表への現れ方(左)   火山岩・深成岩のできる場所と地下のようす(右) 

（新版 理科の世界１, ｐ216 より引用） 
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1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

復習とまとめ 

Ｑ１ ①～⑯に入る用語を、下の枠の中から選んで書きましょう。 

筑波山の山頂から中腹の険しい岩肌は、約 7,500万年前にできた ① です。

一方、中腹より下の、筑波山梅林などで見られるのは、約 6,000万年前にできた 

② です。 ① は、カクセン石などの ③ を多く含んでいます。また、風化や侵食に

強いものの、節理（せつり）とよばれる大きな割れ目がよく発達しており、巨大な礫

（れき）になりやすい性質があります。筑波山の険しい山頂や山頂近くの巨石・奇岩

の形成には、この性質が関係しています。一方、 ② は、セキエイなどの ④ を多く

含んでいます。また、風化や侵食に弱く、真砂（マサ）とよばれる内部までもろくなっ

た状態になりやすい性質があります。集中豪雨や地震などがおきると、マサは上方にあ

った ① の巨大な礫とともに崩れ、土石流や土砂崩れを発生させます。筑波山の広

いすそ野は、こうした過去の土砂災害でもたらされた堆積物がつくり出したのです。筑

波山ろくで発生する土砂災害は、地元では ⑤ とよばれています。 

筑波山をつくる ① や ② は、マグマが ⑥ の深いところで ⑦ 冷え固まってで

きる ⑧ の一種です。一方、富士山は、マグマが ⑨ 近くで ⑩ 冷え固まってでき

る ⑪ の一種である ⑫ や、 ⑬ によって噴き出した ⑭ 噴出物でできていま

す。どちらの山も、険しい山頂と広いすそ野を持っていますが、筑波山は ⑮ 変動に

よって 地下にあった ⑧ が ⑯ してできた山であり、富士山のような ⑭ ではない

のです。昭和 38年（1963年）、研究学園都市の建設候補地であった富士山ろ

く、赤城山ろく、那須高原、筑波山ろくの 4 つの地域の中から、最終的に筑波山ろく

が選ばれた理由には、筑波山と周辺の山々が ⑭ ではなく、 ⑬ に伴う災害の可

能性が低かったことも含まれていました。 

火山 噴火 山津波 地表 地下 地殻 海面 隆起 沈降 深成岩 火山岩 

花こう岩 流紋岩 斑れい岩 玄武岩 ゆっくりと 急速に 有色鉱物 無色鉱物 
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1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

Ｑ２ ①～⑳の空欄に入る用語を、下枠の中から選んで書きましょう。 

 筑波山の斑れい岩は、 ① とよばれ、このあたりでは ② によく使われています。

一方、筑波山塊（さんかい）とよばれる筑波山や筑波山に連なる山々をつくる花こ

う岩は、昔から墓石などの ③ として広く用いられてきました。また、西洋の文明が入

ってきた明治時代以降は、 ④ の発達に伴い、 ⑤ や迎賓館といった東京の名だ

たる建造物に用いられ、日本の ⑥ に大きく貢献しました。 

 筑波山をはじめ、筑波山塊の山々には多くの巨石・奇岩があり、古来これらの山々

では、山岳 ⑦ や巨石 ⑦ が盛んでした。また、その中腹やふもとには、多くの湧水

や ⑧ があり、近くには古い ⑨ や寺院が残されています。これは、山岳 ⑦ や巨

石 ⑦ において、水がとても重要であったことを意味しています。 

筑波山塊がもたらす水は、ふもとの ⑩ で作られる米を使った ⑪ づくりや、 

⑫ ・小麦を使った味噌・ ⑬ づくりに利用されてきました。江戸時代以降、こうした

特産品は ⑭ や利根川の ⑮ を使って、江戸（東京）方面へと運ばれました。 

 筑波山の広いすそ野をつくる緩やかな斜面は、水はけや日当たりがよいのが特徴

で、冬季には、 ⑯ とよばれる暖かい空気の層がつくられます。これらの土地・気候条

件のおかげで、筑波山では昔から暖地性の ⑰ の栽培が盛んです。特に、地元の

特産品である福来（ふくれ） ⑰ は、実が小さく、強い酸味と ⑱ が特徴で、その

皮を乾燥させ、粉状にしたものは、 ⑲ などに用いられています。 

二つの峰とたなびく裾野をもった筑波山は、美的対象や地域の原風景として、古く

から多くの書物に登場します。 ⑳ や常陸国風土記（ひたちのくにふどき）にも描か

れた四季折々の山容は、現在も変わらず地元の人々に愛されています。 

筑波石 稲田石 石材 庭石 鉄道 高速道 井戸 ダム 霞ヶ浦 那珂川 水運 

陸路 酒 醤油 大豆 みかん りんご 関東平野 七味唐辛子 近代化 温暖化 

古事記 万葉集 神社 墓地 香り 辛味 日本銀行 斜面温暖帯 斜面湿潤帯 
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1. 筑波山南麓ジオサイト（筑波山梅林） 

Ｑ３ インターネット、書籍やつくば市刊行物などを使って、以下の問いに

答えましょう。 

① 万葉集に収められている、筑波山と富士山を詠んだ歌の数はそれぞれいくつ？ 

筑波山：       富士山： 

 

② 筑波山が紫峰（しほう）とよばれるきっかけになった、江戸時代の俳人とその

俳句（俳諧）は？（＊複数回答可） 

 

③ 昭和 13年（1938年）に発生した大規模な土石流災害を機に、筑波山

神社の東側を流れる千寺川（千手川）上流に施工された 24基の石積み

建造物の名は？ 

 

Ｑ４ 今回の筑波山梅林でのジオパーク学習を通じて再発見したつくば

の魅力を次世代に伝え、国内外に発信していく上で、どんな方法

が考えられますか？ 
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2. 平沢・宝篋山ジオサイト（国指定史跡 平沢官衙遺跡） 

【学習のテーマ】 

古代のつくばはどんなところ？ 

【学習の目的】 

・ つくば市には、古代常陸国の筑波郡と河内郡の２つの役所跡があり、約

1,300年前の茨城の歴史・文化をたどることができることを知る。 

・ 平沢官衙遺跡やその周辺の古墳では、背後の平沢や宝篋山で産出する雲

母片岩や花こう岩が使われていることから、地域の地質が地域の歴史・文化

を支えていることを知る。 

・ 平沢官衙遺跡の礎石に用いられている花こう岩と雲母片岩を観察し、筑波

山塊をつくる岩石の特徴を知る。 

【小中学校関連単元】 

・ かがやくつくば（６ きょう土を開く p104） 

・ 新しい社会 歴史（第 2章 古代までの日本 p38-51） 

・ 新しい社会 公民（第 1章 現代社会と私たちの生活 p16-23） 

・ たのしい理科６年（⑧土地のつくりと変化 p112-137） 

・ 理科の世界１（④大地の変化 p213-221） 

【現地学習用ワークシート】 

① 平沢官衙遺跡 ② 雲母片岩と花こう岩 

【復習とまとめ】 
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2. 平沢・宝篋山ジオサイト（国指定史跡 平沢官衙遺跡） 

はじめに 

 風土記（ふどき）は、約 1,300年前の 713年（和銅 6年）に、元明天皇の

命によってつくられた各国の地理や伝説、特産品等を記した報告書です。その当時、

日本に 60余りあった国の中で、現在まで風土記が伝わっているのは 5 つの国のみ

で、東日本で唯一残っているのが、現在の茨城県の大半にあたる常陸国（ひたちの

くに）について記された『常陸国風土記』です。 

常陸国は 11 の郡で構成され、国衙（こくが）とよばれる国の役所は現在の石岡

市におかれていました。現在のつくば市は、北半分が当時の筑波郡に、南半分が河

内郡にあたります。つくば市平沢（ひらさわ）の平沢官衙（かんが）遺跡と同市金

田（こんだ）の金田官衙遺跡は、それぞれ筑波郡と河内郡の郡衙（ぐんが）とよば

れる役所跡で、ともに国の文化財に指定されています。 

今日は、宝篋山（ほうきょうさん）のふもとにある平沢官衙遺跡歴史ひろばを訪

れ、遺跡の分布、高床（たかゆか）倉庫跡などの正倉（しょうそう）跡や出土品な

どから、奈良・平安時代の地方の役所の特徴と役割を学びます。また、ひろば内の建

物跡に残る礎石から、遺跡周辺の山々の地質についても学びます。 
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2. 平沢・宝篋山ジオサイト（国指定史跡 平沢官衙遺跡） 

古代のつくばはどんなところ？ 

① 平沢官衙遺跡 

 

・ 正倉の場所を選ぶ際の３つのきまりは、 

（         ）。 

・ 高床式倉庫の利点は 

（         ）。 

・ 東大寺の（  ）と同じつくりの校倉の壁には、土倉や板倉と

違って（  ）がない。 

・ 土倉は壁の板の上に（  ）がぬられている。 

・ 板倉の中には、扉のまわりに（  ）が設けられている。 

・ 復元建物の扉のカギは、その形から（     ）と呼ばれる。 

・ 建物跡の周囲をめぐる溝は、倉庫を（      ）や（      ）か

ら守るために作られた。 
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2. 平沢・宝篋山ジオサイト（国指定史跡 平沢官衙遺跡） 

古代のつくばはどんなところ？ 

② 花こう岩と雲母片岩 

   

・ 建物跡の礎石には、遺跡の背後の山々の山ろく付近をつくる（ 花こう岩 ）と、

山頂～中腹付近をつくる（ 雲母片岩 ）が使われている。 

・ 遺跡周辺の山々の花こう岩は、（     ）など

の鉱物を含む。その中で、特に大きく成長している鉱物は（    ） 

・ 花こう岩に似るが、より粒の粗い大きな結晶でできている脈状の岩石は（ 

 ）とよばれる。特に、キラキラ光る薄い板状の鉱物は（  ）である。 

・ 雲母片岩は、（       ）が花こう岩をつくったマグマの高熱によって焼かれ

てできた岩石で、薄い板状の鉱物（        ）が黒い部分に、半透明の

鉱物（  ）が白い部分に多く含まれている。 

・ 雲母片岩は大きな板状に割れやすいため、昔から（    ）や（ 

  ）などの石材としても用いられてきた。 
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2. 平沢・宝篋山ジオサイト（国指定史跡 平沢官衙遺跡） 

復習とまとめ 

Ｑ１ ①～⑰に入る用語を、下の枠の中から選んで書きましょう。 

 つくば市の北部にある平沢官衙（かんが）遺跡は、 ① 時代、この地におかれた

筑波郡の役所跡です。筑波郡は、当時の日本に ② 余りあった国の一つ、 ③ の

郡の一つです。また、つくば市の南部には、同時代の河内郡の役所跡である金田

（こんだ）官衙遺跡があります。これら二つの遺跡は、 ④ だった当時の地方の役

所の特徴を知るうえで重要であることから、ともに国指定史跡になっています。 

 平沢官衙遺跡からは、約 60棟の建物跡が見つかっています。また、以下の理由

などから、平沢官衙遺跡が見つかった場所は、当時の役所の中でも、 ⑤ として納

められた米などをしまっておく ⑥ だったと考えられています。 

・ ⑦ と考えられる総柱建物の跡が多数見つかっている 

・これらの建物跡が周囲よりも ⑧ 、乾燥した場所で見つかっている 

・当時の人々が使っていた ⑨ があまり見つかっていない 

 ⑦ には、 ⑩ からの熱や湿気を防ぎ、 ⑪ などの害から守る効果があります。

また、遺跡の周囲をめぐる ⑫ は、盗難や ⑬ などから ⑦ を守るために掘られた

と考えられています。 

 平沢官衙遺跡では、全ての柱の下に礎石を置いた建物跡も見つかっています。この

礎石には、宝篋山（ほうきょうさん）など遺跡近くの山々でとれる ⑭ や ⑮ が用

いられています。特に、 ⑮ は薄い ⑯ に割れやすく、加工しやすいことから、この遺

跡周辺の ⑰ の石室・石棺の石材としても使われています。 

地面 水面 ネズミ シロアリ 溝 堤 花こう岩 斑れい岩 雲母片岩 奈良・平安 

鎌倉・室町 常陸国 下野国 律令国家 民主国家 高床倉庫 竪穴式住居 

正倉 石倉 租 調 道具 高く 低く 火災 水害 60 40 古墳 板状 塊状 
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2. 平沢・宝篋山ジオサイト（国指定史跡 平沢官衙遺跡） 

Ｑ２ インターネット、書籍やつくば市刊行物などを使って、以下の問いに

答えましょう。 

① 常陸国風土記では、筑波郡に関わる以下の 3 つの記事が関係する登場しま

す。これらの記事の概要をまとめてみましょう。 

１．筑波という地名の由来 

２．筑波山と富士山の神様の伝説 

３．筑波山での嬥歌または歌垣（ともに“かがい”と読む） 

② 金田官衙遺跡とその周辺では、平沢官衙遺跡でも発掘された正倉跡のほか、

役所の関連施設や集落の存在を裏付ける遺構や出土物が多数見つかっていま

す。平沢官衙遺跡と比較しながら、以下の遺跡の特徴についてまとめましょう。 

 

Ｑ３ 平沢官衙遺跡歴史ひろばでは、「平沢官衙遺跡ライトアップ」、

「つくば物語」や「新春芝文字」など、一年を通じて様々なイベントが開催

されています。今以上にこれらのイベントへの参加者が増え、平沢官衙遺

跡の魅力が伝わるためには、どのような企画がよいかを考えてみましょう。 
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3. 筑波山地域ジオパーク学習施設（地図と測量の科学館） 

【学習のテーマ】 

空からつくばを見てみよう！ 

【学習の目的】 

・ 国土地理院地図と測量の科学館の常設展示を見学し、空から見た筑波山

地域ジオパークの地形やプレートテクトニクスの概要を知る。 

・ VLBI アンテナをはじめとした、地球上での位置情報や地殻変動を計測する

最先端技術を学ぶ。 

・ 間宮林蔵や長久保赤水など、茨城県出身で日本の地理学発展に貢献した

先人を知る。 

【小中学校関連単元】 

・ かがやくつくば（２ はたらく人とわたしたちのくらし p42-45） 

・ 理科の世界１（④大地の変化 p252-259） 

・ 理科の世界３（⑥地球の明るい未来のために-自然と人間と科学技術-

p256-277） 

・ 新しい社会 地理（第 1編 第 1章 世界の姿 p5-13，第 2編 第 2章 

世界から見た日本の姿 p141-155;第３章ｐ227-237） 

【現地学習用ワークシート】 

① 日本列島空中散歩マップ ② 日本列島球体模型 ③ VLBI アンテナ 

④ 常設展示室 

【復習とまとめ】 

 

  



17 

 

3. 国土地理院 地図と測量の科学館（筑波山地域ジオパーク学習施設） 

はじめに 

 国土地理院地図と測量の科学館は、地図や測量に関する歴史、原理や仕組み、

新しい技術などを総合的に展示して、私たちの生活にかかせない地図や測量の役割

を、誰もが楽しみながら体感できる施設です。 

1階ラウンジのフロアにある「日本列島空中散歩マップ」は、専用の赤青メガネをつ

けると日本列島が立体的に見えるようになっています。また、ラウンジの外の地球ひろ

ばには、表面に 20万分の 1地勢図が焼き付けられた「日本列島球体模型」があ

り、その上に立つと、地球の丸さや日本の領域の広さを実感することができます。２階

の常設展示室では、地図と測量の歴史、航空写真の撮影方法や地形図の作成方

法、防災・減災のための地図の利活用状況などを幅広く学ぶことかできます。 

今日は、日本列島空中散歩マップを活用し、筑波山地域ジオパークを含む関東

地方をはじめ、日本列島の地形の特徴を学びます。次に、日本列島球体模型を使

って、日本列島の骨組みの形成にも大きく関連するプレートテクトニクスを学びます。さ

らに、常設展示室やビデオ上映を通じ、プレート運動を監視する VLBI アンテナにつ

いて学びます。 
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3. 国土地理院 地図と測量の科学館（筑波山地域ジオパーク学習施設） 

空からつくばを見てみよう！ 

① 日本列島空中散歩マップ 

 
・ このマップの縮尺は（    ）。 

・ 筑波山地域ジオパークは、主に（   ）・（   ）・（   ）の３つ

の大地形で構成されている。 

・ 筑波山塊と鶏足山塊の場所を確認しよう！ 

・ 霞ヶ浦と関東平野の場所を確認しよう！ 

・ 西南日本と東北日本を分ける（     ）の場

所を確認しよう！ 

・ 西南日本を南北に分ける（    ）の場所を確

認しよう！ 

・ 富士山をはじめ、関東平野周辺の火山の場所を確認しよう！ 
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3. 国土地理院 地図と測量の科学館（筑波山地域ジオパーク学習施設） 

空からつくばを見てみよう！ 

② 日本列島球体模型 

 
・ この球体模型の縮尺は（     ）。 

・ 模型上から見下ろすと、地上高度（  ）m上空から地球を

見ていることになる。 

・ 日本列島をつくる４つのプレートは（     

           ）。 

・ 約 2,500万年前、日本列島の背骨となる地質はユーラシア大陸の東

端にあり、その後におきた（        ）によって、約

1,500万年前までに、現在の位置まで移動してきた。 

・ 上記の大移動に伴い、日本列島とユーラシア大陸との間にできた凹みに

海水が侵入し、現在の（     ）ができた。 

・ 実際に、日本列島の移動を模型上でたどってみよう！ 
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3. 国土地理院 地図と測量の科学館（筑波山地域ジオパーク学習施設） 

空からつくばを見てみよう！ 

③ VLBI アンテナ（石岡測地観測局） 

 

・ VLBI アンテナの役割は、 

地球の（       ）を測る。 

地球上の（      ）を測る。 

地球の（       ）を測る。 

地面の変動（     ）を監視する。 
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3. 国土地理院 地図と測量の科学館（筑波山地域ジオパーク学習施設） 

空からつくばを見てみよう！ 

④ 常設展示室 

  

・ 一等三角点標石には小豆島産の（        ）が使われている。 

・ 空中写真撮影の際には、隣接する写真が約（  ）％重なり合

うように撮影することで、撮影地点を立体視できるようになっている。 

・ 現在の茨城県つくばみらい市出身の間宮林蔵が、樺太探検で発見した

のは（    ）。 

・ 国土地理院所蔵の古地図の中には、現在の茨城県高萩市出身で、日

本地図の先駆者とよばれる（    ）が作成した

「改定日本輿地路程全図」も含まれている。 

・ 近代測量の基礎となった（             ）とよばれる地図の中

で、筑波山南方の宝篋山（ほうきょうさん）は（     ）と表記

されている。 
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3. 国土地理院 地図と測量の科学館（筑波山地域ジオパーク学習施設） 

復習とまとめ 

Ｑ１ ①～⑯に入る用語を、下の枠の中から選んで書きましょう。 

国土地理院地図と測量の科学館は、地図と測量の面白さが楽しく学べる施設で

す。１階ロビーにある「日本列島空中散歩マップ」は、縮尺 ① 分の１の大きな地

図を専用のメガネを使って ② できるようになっています。また、この地図は、 ③ ご

とに色分けし、複雑な地形を認識しやすくなるように工夫されています。 

地球ひろばにある「日本列島球体模型」は、地球を ④ 分の１に縮小し、つくば

市を中心にして半径 2,200km の範囲を切り取った球体模型です。その上を歩け

ば、地球の ⑤ と日本の広さを体感できます。この模型上に立つと、地上 ⑥ km

の上空から見ていることになります。 

かつて国土地理院の敷地内にあり、現在は石岡測地観測局内に新設された

「VLBI アンテナ」は、宇宙から届く ⑦ を受信しています。VLBIは、数千 km も離

れたアンテナとの距離をわずか数ミリの誤差で測る測量技術です。この技術は、日本

の ⑧ の基準の決定に利用されるとともに、巨大 ⑨ や火山噴火にも関連する 

⑩ 運動の監視にも活用されています。 

地図からは、位置や距離、 ③ の他にも、 ⑪ が発生しやすい地形や土地の特

性を読み取ることができます。よって地図は、 ⑪ 時に私たちの ⑫ や財産を守る

ための基礎資料としても重要です。例えば、デジタル標高地形図は ⑬ や高潮など

の ⑭ マップの作成に、火山土地条件図は火山 ⑪ の予測や防災対策を立てた

り、 ⑮ の理解を深めたりするための資料に利活用されています。 

10万 20万 50万 100万 100 300 ハザード グーグル プレート 電波 

光 気候変動 丸さ 青さ 立体視 透視 標高 水深 地震 竜巻 洪水 台風 

災害 生命 郷土 位置 領土 
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3. 国土地理院 地図と測量の科学館（筑波山地域ジオパーク学習施設） 

Ｑ２ インターネット、書籍や国土地理院の刊行物などを使って、以下の

問いに答えましょう。 

① 地図記号がつくられた目的は？ 

 

② ２万５千分の１地形図の地図記号は、全部で約何種類ある？ 

 

③ VLBI アンテナの他に、地殻変動を測量する手段として、電子基準点や干渉

SAR が挙げられます。この二つの手法は、2011年の東日本大震災後の東日

本の地殻変動の検出にも貢献しました。両手法の原理と特徴を調べてまとめま

しょう。 

１．電子基準点を利用した測量 

２．干渉 SAR を利用した測量 

 

Ｑ３ 地図と測量の科学館内の展示にちなんだグッズやお菓子を販売

するとしたら、どんなものがよいでしょうか？ また、それらをつくば市

内で販売するとしたら、どんな場所でよく売れるでしょうか？ 



ジオパーク名(地域名)：浅間山北麓ジオパーク          

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：浅間山があったからわたしたちは、ここにいる（副読本） 

活用場所・場面：地元小・中学校でのふるさと学習等に活用 

活用する際の対象人数・対象者：小学校高学年、中学生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：浅間山ジオパーク推進協議会・平成２９年度 

野外学習テキストの有無： 

詳細：もし、浅間山がなかったら．．．このような切り口から、今見えている風景や当たり前の生活に深く

浅間山が関わっており、ふしぎ①～⑱まで写真やイラストにより、どうして、なんで、といった疑問を与

え、見て、聞き、探すといった方法により答えを探していく。  

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：鳥海山・飛島ジオパーク           

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：鳥海山・飛島ジオパーク フィールドノート（秋田県版・山形県版） 

活用場所・場面：小学校高学年の理科、総合的な学習 

活用する際の対象人数・対象者：小学４～６年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会 

                      （秋田県版 2016年、山形県版 2017年） 

野外学習テキストの有無： 

詳細： 学習補助教材として活用することで、地域の自然を身近なものとして捉え、より理解を深めると

ともに、ジオパークをより教育現場に生かすことを目的として作成。本物を分かりやすくするための写

真や地図を盛り込んだり、様々な子どもたちに対応できるようなやさしい表記とするなど、学校現場で

使いやすいよう工夫を施した。ジオパークエリア４市町の小学４～６年生に配布。 

 

 

 

 

 

 

 



ジオパーク名(地域名)：島根半島・宍道湖中海ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：土砂の堆積観察 

活用場所・場面：松江ビジターセンター、小学 6年生の堆積の学習時など 

活用する際の対象人数・対象者：１５人程度 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：野村律夫（専門員）H30年 

野外学習テキストの有無：無 

詳細：  

 約 1 ㎝幅でガラスを 2 枚並べ、底と横を水が漏れないようにしたものを用意する。大きさは横１００

㎝高さ５０㎝程度。 

 水を３／２ためたところにストローなどで砂をまいていく。砂は微細のものとかを混合しておく。繰

り返し、左右に流し込むと堆積した地層が見える。 

 

 

 
 



ジオパーク名(地域名)：萩ジオパーク 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：萩の岩石標本 

活用場所・場面：小６理科：土地のつくりと変化、中学理科：大地の成り立ちと変化、自然と人間 

活用する際の対象人数・対象者：小学６年４０人（１クラス）、中学４０人（１クラス） 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：萩ジオな教育推進委員会・２０１７年 

野外学習テキストの有無：無し 

詳細： 萩ジオパークエリア内では、中学校理科教科書に掲載されている岩石１２種類（堆積岩３種、火

山岩３種、深成岩３種、石灰岩、チャート、凝灰岩）のすべてを見ることができるため、これを握りこぶ

し大の岩石標本とし、授業で使ってもらい、岩石を身近に感じてもらう。 

 

 

 

   



ジオパーク名(地域名)：北九州ジオパーク構想           

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：地層はぎとり資料および地層堆積実験装置 

活用場所・場面：小学校理科の授業（土地のつくり）・ゲストティチャーとしての授業参加 

活用する際の対象人数・対象者：小学校 6年生、5年生の１～2学級         

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：北九州市立自然史・歴史博物館 

野外学習テキストの有無：なし 

詳細： 

小学校理科の土地のつくりの単元において、北九州市立自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館）のミ

ュージアム・ティチャーや学芸員が、ゲストティチャーとして担任の先生と協力して授業を展開する。実

験や実物を活用することで、普段の授業では得られない教育効果が期待され、身近な大地への興味・関心

を引き出すことができる。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 地層はぎとり資料           写真２ 地層堆積実験装置 



ジオパーク名(地域名)：  土佐清水     

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：中学生用ジオパーク副読本 

活用場所・場面：中学校の「理科」および「総合」の学習（座学、フィールドワークなど） 

活用する際の対象人数・対象者：中学生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）： 

[発行]土佐清水ジオパーク推進協議会 

[協力]環境省土佐清水自然保護官事務所、一般社団法人黒潮生物研究所 

[監修]土佐清水市教育研究集会理科部会 

[発行年]2017年 

野外学習テキストの有無：副読本が野外学習テキストの役割も担う 

詳細： 

副読本を作成するにあたって、土佐清水市教育研究集会理科部会の教員、環境省の自然保護官と共に内

容や表記などについて検討した。この副読本では大地の成り立ちや特徴のほか、地震に対する備え、当地

域内の団体らによって取り組まれてきた保全活動にも触れている。2017年度から中学校に配布し、授業・

フィールドワークで活用しつつある。2018 年度より理科部会の教員とともに、内容の改定作業を行なっ

ている。 

 

 



ジオパーク名(地域名)：十勝岳ジオパーク構想 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：ポップコーン火砕流実験 

活用場所・場面：出前講座・屋内イベント 

活用する際の対象人数・対象者：1回の実験で約 10人だがその場で複数回実験が可能・対象は小学生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：岩手県立大学伊藤英之教授；2016年頃？ 

野外学習テキストの有無：無し 

詳細： 活火山である十勝岳において，過去 1 万年間で最大の火山活動である約 3300 年前のグラウンド

火口火砕流で発生した火砕流を模した実験．Boiling over型の火砕流を再現しており，ポップコーンメ

ーカーの口から出てくるポップコーンが火砕流の流れを表している．ポップコーンが勢いよく出てくる

ので，火砕流の早く流れ下る現象を再現しており，ポップコーンを作る際のポップコーンメーカーの震

動は噴火前などに起きる火山性地震・微動を再現している． 

 

 

 

※教育ツールの写真を貼付してください。 



ジオパーク名(地域名)：東三河ジオパーク構想 

 

③教育ツール（実験道具、副教材等） 

教育ツール名：わたしたちの新城（副読本） 

活用場所・場面：地域学習（産業・文化・歴史・ジオ（大地））など総合学習に活用 

活用する際の対象人数・対象者：小学校３年生～６年生 

開発者（発行者）・開発年（発行年）（わかれば）：新城市教育委員会・２０１８年４月１日発行 

野外学習テキストの有無：無 

詳細： この副読本は、小学生が社会科や総合的な学習で利用するために作成。地域の宝がいっぱいつま

っていて、地域を知ることができる。また、この副読本をきっかけにして、分からないことは、自分で歩

き、自分の目と耳で調べることで、初めて身近な地域を知ることができ、新しい発見が次々と始まる。 

 


