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男鹿半島・大潟ジオパーク

カードを集
めて

  キミもジオ
パークマス

ター！！

「第29回国民文化祭・あきた2014」応援事業

キミもジ

ジオカー
ドを４枚

集めて

オリジナル
レアカード

を

ゲットし
よう！！

●男鹿市ジオパーク学習センター
（男鹿市役所若美庁舎内 ２F）

●大潟村干拓博物館※

●男鹿水族館ＧＡＯ※
●秋田県立博物館

●男鹿市ジ
対象施設

※印の施設は入館料が必要です。

詳しくは裏面をご覧ください

男男鹿市鹿市鹿市男鹿市ジオ鹿市ジオ男鹿男男鹿鹿市鹿市鹿市ジオジオオ男男鹿鹿市ジ男男 オパーパパーーククオパーパークパークククパ ククオ ーオパパ クク男鹿男鹿鹿鹿男男鹿鹿
学学習学習学習習センセンセンセン学習学習セン学学学 ンン習センセンンタタータンタターーーーータタ

大大潟村大潟村村大潟村村潟村村大潟大潟潟村大大大大大大大 村村村村村
拓博物拓博物博物拓博物拓拓博物博物干拓拓 物拓博物干干拓干拓干干拓拓干干 物物物物物物物館物館館館館館館物物館館館

男男鹿水族館ＧＡＯ男男鹿水族館ＧＡ鹿水鹿水族館ＧＡ鹿水族館Ｇ族館館 ＡＯ男鹿水族館ＧＡＯ水族館館男鹿水族館ＧＡＯ水族館館Ｇ館ＧＡＡＯ男男鹿水族館ＧＡ鹿水水 ＡＯＯ男鹿水族館ＧＡＯ男

秋秋秋秋秋田秋秋秋田秋田秋秋田秋田秋秋田田田田田田田田県立博物館物館田県田県立博物田県立博物館立博物田県立博物館県立博県立博物県立博物物館館館館県立県立博県立博田県立博物館田県立博物館館館館田県立博物館

発
見
！

男
鹿
半
島
・
大
潟
ジ
オ
パ
ー
ク
の
ふ
し
ぎ

対象  小学生・中学生・高校生（図書カード受取対象者）

※ジオカードの数には
　限りがございます。

※カードラリーは大人も参加できます。

10月1日～水0
11月3日祝

開催期間 平成26年？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
男鹿半島・大潟ジオパーク
オリジナル図書カード
2,000円分プレゼント！！

＋

先着
500
名様？
オリジナルレアカード

どんなカ
ードかは

集めてか
らのお楽

しみ♪

さらに

４枚
集めて…

（お一人様１枚限り。大人も可）

主 催　男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会
協　力　男鹿市ジオパーク学習センター／大潟村干拓博物館／男鹿水族館ＧＡＯ／秋田県立博物館

問合せ　男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会事務局（男鹿市教育委員会生涯学習課）
　　　　〒010-0595  男鹿市船川港船川字泉台66-1　TEL 0185－24－9104　FAX 0185－24－9156
　　　　E-mail geopark@city.oga.akita.jp　URL http://www.oga-ogata-geo.jp/

対象施設に入館された方に
ジオカードをプレゼント！

ク 先着
100
名様

H26・H27 実施のジオパーク事業チラシ

ジオカード（全 5種）とオリジナル台紙

【H26】北都銀行男鹿支店での展示

【H26】大鉄道ジオラマ博での展示

【H26】国民文化祭ジオ事業企画展
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１．図書・報告書等出版物

秋田県教育委員会 2014『秋田県指定有形民俗文化財　真山の万体仏―文化財収録作成調査報告書―』秋田県文化財

調査報告書代 493 集

泉明 2011『年表で見る船川港のあゆみ』

大潟村干拓博物館編 2013『大潟村地下の地層と貝化石　大潟村地質調査報告書』大潟村教育委員会

大潟村干拓博物館編 2012『豊かな大地の多様な生きものたち　大潟村生物調査報告書』大潟村教育委員会

大潟村 2014『大潟村史』

大潟村役場総務企画課編 2011『八郎潟中央干拓地『大潟村』における農村集落の建設と村づくりの変遷』大潟村

男鹿市教育委員会 2011『男鹿市の文化財　第一七集『秋田半島新報』（昭和五年刊行分）復刻版Ⅱ』

男鹿市教育委員会 2011『市内遺跡試掘・確認調査報告書』

男鹿市教育委員会 2012『男鹿市の文化財　弟一八集『半島新報』（昭和七年刊行分）復刻版Ⅲ』

男鹿市教育委員会 2012『国指定史跡脇本城跡Ⅶ』

男鹿市教育委員会 2013『国指定史跡　脇本城跡―総括報告書―』男鹿市文化財調査報告第 40集

男鹿市教育委員会 2014『史跡脇本城跡整備基本計画書』男鹿市文化財調査報告第 43集

男鹿市教育委員会 2014『市内遺跡試掘・確認調査報告書Ⅱ』

男鹿市教育委員会 2015『市内遺跡試掘・確認調査報告書Ⅲ』

男鹿市教育委員会 2015『史跡脇本城跡保存整備工事報告書Ⅲ』

海山徳宏 2014『大潟村の人びと －「大潟村通信」から－』秋田ふるさと育英会

宮崎隆典 2014『汝の食物を医薬とせよ - “ 世紀の干拓 ” 大潟村で実現した理想のコメ作り』藤原書店

宮田正馗 2013『ゼロからの自治―大潟村の軌跡と村長・宮田正馗』公人社

２．論文・報告等

（１）地質・古生物・古環境

鐙敏春 2012「八郎潟の遭難事故と気象条件」『秋田地学』 67

岩崎敬二・福田 宏 2011「秋田県男鹿市で発見された外来二枚貝類コウロエンカワヒバリガイ ( イガイ科 ) の死殼」

『Molluscan diversity』 3(1)

男鹿市教育委員会 2013『一ノ目潟の年縞が語る地球の歴史と男鹿の未来』

鹿野和彦、谷健一郎、岩野英樹、檀原徹、石塚治、大口健志、Daniel J. Dunkley2012「東北日本男鹿半島　赤島層

の放射年代」『地質学雑誌』118(6)

佐藤時幸・佐藤伸明・山崎誠・小川由梨子・金子光好 2012「石灰質ナンノ化石からみた秋田地域の新第三紀末～第

四紀古環境変動」『地質学雑誌』118(2)

品川道夫 2010「安田海岸におけるシーケンス層序学的な地層観察学習」『秋田地学』64

品川道夫 2010「男鹿地域に分布する段丘の形成と年代の考察（発表要旨）」『秋田地学』64

品川道夫 2013「生痕化石から見た安田砂部層の古水深（発表要旨）」『秋田地学』69

品川道夫 2014「安田海岸における五里合層と琴川層に対比される海成段丘（発表要旨）」『秋田地学』70

品川道夫・秋田第四紀研究グループ 2012「五里合層の層相と層序区分（発表要旨）」『秋田地学』 67

篠塚良嗣・山田和芳 2015「年縞による縄文時代における気候変動」『津軽海峡圏の縄文文化』雄山閣

白石建雄 2014「八郎潟の生い立ち」『大潟村史』【再掲】

髙橋恒大 2012「秋田県内小規模風穴の研究～寒風山風穴と猿穴風穴～（発表要旨）」『秋田地学』 67

独立行政法人海洋研究開発機構 2012「一ノ目潟の湖底から気候変動を追う」『Blue Earth』 119
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原口強 2013「東日本大震災から学ぶ男鹿の防災」『一ノ目潟の年縞が語る、地球の歴史と男鹿の未来』

藤本幸雄 2013「秋田県内の黒曜石　その 1（発表要旨）」『秋田地学』69

藤本幸雄 2014「男鹿半島南岸脇本地域における鮪川層の礫種組成と黒曜石の起源について」『秋田地学』 70

藤本幸雄 2014「鮪川層と黒曜石について（発表要旨）」秋田地学 70

山田和芳 2013「一ノ目潟 2013 掘削調査成果報告（速報）」『一ノ目潟の年縞が語る、地球の歴史と男鹿の未来』

山田和芳ほか 2014「年縞編年学の進歩」『号外地球』63

山本和美・鈴木秀一 2010「企画展「天然記念物　目潟」の展示について」『秋田地学』64

米延仁志 2013「一ノ目潟の年縞からわかる男鹿の歴史」『一ノ目潟の年縞が語る、地球の歴史と男鹿の未来』

渡部晟 2010「男鹿半島の更新統産マメウラシマ属（発表要旨）」『秋田地学』 64、p35、2010

渡部晟 2010「ビノスガイ属（二枚貝網：マルスダレガイ科）の殻体内部に見られる放射助様の構造」『秋田地学』 65

渡部晟 2010「激しく浸食された安田海岸の砂浜」『秋田地学』65

渡部晟 2012「小さな化石をステレオ写真で観察する」『秋田地学』67

渡部晟 2012「貝化石から見た潟西層安田砂部層の堆積深度（発表要旨）」『秋田地学』67

渡部晟 2012「ジオ観察会における写真やイラストの活用（発表要旨）」『秋田地学』67

渡部晟 2012「潟西層産マメウラシマ属 2種の成長に伴う形態変化」『秋田地学』68

渡部晟 2012「男鹿半島の潟西層産マメウラシマの螺溝の変異」『秋田自然史研究』62

渡部晟 2013「八郎潟層の剥ぎ取り標本（発表要旨）」『秋田地学』69

渡部晟 2014「八郎潟層の軟体動物化石から推定される完新世最温暖期の海水温」『秋田自然史研究』 64

渡部晟 2014「秋田県大潟村の完新統八郎潟層から得られたシャミセンガイ属（腕足動物，シャミセンガイ科）」『秋

田自然史研究』65

渡部晟 2014「潟西層産および八郎潟層産クシケマスオガイ」『秋田自然史研究』66

渡部晟 2014「ゴジラ岩（秋田県男鹿半島潮瀬崎）はどのようにしてゴジラの形になったのか」『秋田地学』70

渡部晟 2014「完新世最温暖期の海水温―大潟村産貝化石群集からの推定―（発表要旨）」『秋田地学』70

渡部晟 2015「小豆岩（秋田県男鹿半島鵜ノ崎）はなぜ丸いのか」『秋田地学』71

（２）自然

石井照久・大澤佳奈・羽田麻里子 2014「秋田県八郎潟に生息する 2種の淡水産単体ヒドラ ( チクビヒドラとヤマト

ヒドラ ) について」『秋田大学教育文化学部研究紀要 . 自然科学』69

大江文雄・渡部晟・鈴木秀一 2011「秋田県男鹿半島中部更新統鮪川層産マダラ Gadusmacrocephalus の耳石とその

系統発生的背景」『秋田県立博物館研究報告』(36)

尾﨑保夫・吉川進太郎・飯舘千春・林紀夫 2013「埋土種子を用いた沈水植物再生に及ぼす濁度と光量子の影響」『秋

田自然史研究』63

河合秀樹 2014「男鹿半島におけるシナカミキリの大発生」『秋田自然史研究』65

菊地卓 2014「秋田県大潟村の植物点描 (1)」『秋田自然史研究』65

菊地卓 2014「秋田県大潟村の植物点描 (2)」『秋田自然史研究』66

栗山知士 2012「大潟地域の気候景観をジオパークに」『秋田地学』68

栗山知士 2013「大潟地域の気候景観をジオパークに（発表要旨）」『秋田地学』69

佐藤福男 2013「ツマグロヒョウモンを寒風山で採集」『秋田自然史研究』64

佐藤福男 2014「男鹿半島にタグチホソヒラタハムシ産す」『秋田自然史研究』65

佐藤福男 2014「男鹿半島にテングチョウ多産」『秋田自然史研究』66

猿田基 2014「秋田県の淡水貝類の分布と外来種 2種の定着状況」『秋田自然史研究』65

　添付資料⑧　ジオパークに関する学術論文等の新たな研究成果の一覧　2/6
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高木憲太郎・時田賢一・平岡恵美子ほか 2014「八郎潟で越冬するミヤマガラスの渡り経路と繁殖地」『Japanese 

journal of ornithology 』63(2)

高田順・岡野邦宏・尾﨑保夫 2012「秋田県大潟村産イトクズモ Zannichelliapalustris L. の形態」『水草研究会誌』(98)

高田順・岡野邦宏・尾﨑保夫 2013「秋田県大潟村産イトクズモ Zannichelliapalustris L. の生態と生活史」『水草研

究会誌』(99)

高橋一郎・堤朗 2014「大潟村の自然」『大潟村史』【再掲】

田中政行・大倉慎 2011「寒風山で採集したトビケラ類成虫」『秋田自然史研究』60

林紀夫・岡野邦宏・尾﨑保夫 2013「八郎湖における浮遊性藍藻類アオコの多様性」『秋田自然史研究』63

林紀夫・尾﨑保夫 2011「ヨシ原に設置した植栽水質浄化施設の水生動物相」『秋田自然史研究』59

林紀夫・加藤理・岡野邦宏・尾﨑保夫 2014「八郎潟に優占化した浮遊性藍藻アファニゾメノン」『秋田自然史研究』66

渡部晟 2011「ヒメシラトリ（二枚貝類：ニッコウガイ科）の套線湾入の変異」『秋田自然史研究』60、

（３）教育

薄井伯征 2011「地方の公立博物館と地域社会の活性化 ( 特集 生涯学習推進に対する社会の要請にいかに応えるか )」

『日本生涯教育学会年報』(32)

薄井伯征 2011「地方の公立博物館の設立と事業展開に関する一考察 - 秋田県大潟村における事例から -」『秋田大学

教育文化学部教育実践研究紀要』33

薄井伯征 2012「婦人会による地域的課題の把握と解決行動に関する一考察 : 秋田県大潟村における事例から」『日本

生涯教育学会論集』33

薄井伯征 2012「博物館による地域活性化への挑戦 : 秋田県大潟村における実践から」『日本ミュージアム・マネージ

メント学会研究紀要』(16)

薄井伯征 2013「公立博物館の政策的位置づけに関する一考察」『日本生涯教育学会論集』34

薄井伯征 2014「公立博物館の政策的位置づけと地域社会における役割に関する研究」『日本生涯教育学会論集』35

川村教一 2012「ジオパークで地層を観察した小学生および中学生の化石採集の関心の変化について：男鹿半島・大

潟ジオパークを例として」『日本理科教育学会東北支部第 51回大会発表論文集』

川村教一 2013「小学校教員養成課程学生に対する地層観察指導の成果と課題：男鹿半島・大潟ジオパークを例として」

『日本理科教育学会第 63回全国大会発表論文集』

川村教一 2013「教員研修における地層観察指導の成果と課題：男鹿半島・大潟ジオパーク安田海岸ジオサイトにお

ける実践例」『日本地学教育学会第 67回全国大会大阪大会講演予稿集』

川村教一 2013「地層観察研修前後の教員による地層スケッチの変化について：男鹿半島・大潟ジオパーク安田海岸

ジオサイトにおける実践から」『日本理科教育学会東北支部第 52回研究大会発表論文集』

川村教一 2014「大学教養科目としてのジオパーク学入門の実践」『日本地質学会第 121 年学術大会講演要旨』

川村教一 2014「ジオサイトにおける野外実習を通じた大学生の地層学習観の変化 : 男鹿半島・大潟ジオパークにお

ける小学校理科指導法実習の例」『秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要』36

松井春菜 2013「2012 年度男鹿巡見の地学教育的効果」『秋田地学』69

（４）地理

栗山知士 2013「ジオパークを歩く ( 第 19回 ) 男鹿半島・大潟ジオパーク : 風光明媚な自然には、人間が作り出した

文化景観が」『地理』58(1)

栗山知士 2014「自然地理学の立場からみた男鹿半島・大潟ジオパークの見所（発表要旨）」『秋田地学』70
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（５）歴史・民俗・考古学

天野荘平 2012「幻だった「をがさべり」の初出発見について」『全国菅江真澄研究集会男鹿大会』

五十嵐祐介 2012「地域の遺跡を地域で活かす試み～男鹿市文化財シンポジウムの開催と官学連携～」『明治大学古

代学研究所紀要』17 明治大学古代学研究所

五十嵐祐介 2013「遺跡からみた自然災害 : 男鹿市大畑台遺跡の地割れ」『秋田考古学』57

五十嵐祐介 2013「秋田安東氏の城館―脇本城跡―」『第 2回南部学研究会―中世南部氏と北日本の中世城館』南部

町教育委員会

五十嵐祐介 2014「「二つの安東」を統合した脇本城」『安東氏シンポジウム　よみがえる湊安東氏の世界と「二つの

安東」』資料集

五十嵐祐介 2016「地域の歴史と地球の歴史を結ぶ―男鹿半島・大潟ジオパークにおける文化財を活用したストーリー

試論」『出羽路』156（寄稿済、刊行予定）

石井正己 2012「をがさべり―菅江真澄・柳田国男と男鹿観光」『全国菅江真澄研究集会男鹿大会』

石井正己 2013「日本の中のナマハゲ　世界の中のナマハゲ」『みんなでつなぐナマハゲ文化』男鹿市教育委員会

石川日出志 2012「弥生時代中期の男鹿半島と新潟平野の遺跡群」『明治大学古代学研究所紀要』17 明治大学古代学研究所

石垣悟 2014「文化財保護の視点から（無形の）民俗文化財を考える」『ユネスコ無形文化遺産壬生の花田植』吉川弘文館

石垣悟 2014「男鹿のナマハゲと日本、世界」『第 29回国民文化祭・あきた 2014　全国ナマハゲの祭典』

伊藤直子 2014「安東氏の城の整備　史跡　脇本城跡」『史跡「脇本城跡」国指定 10周年記念記念事業　東北地方戦

国猛者の居城～城の整備と脇本城のみらい～』男鹿市教育委員会

伊藤直子 2015「男鹿のナマハゲの保存と活用」『月刊文化財』621 第一法規株式会社

今石みぎわ 2012「菅江真澄と旅―旅する巨人・宮本常一の視点から」『全国菅江真澄研究集会男鹿大会』

薄井伯征 2014「八郎潟干拓に至るまでの経緯」『大潟村史』大潟村【再掲】

薄井伯征 2014「八郎潟干拓事業の全貌」『大潟村史』大潟村【再掲】

大越昇 2012「男鹿の稲作、今・昔」『明治大学古代学研究所紀要』17 明治大学古代学研究所

鎌田幸男 2013「男鹿地域の伝統的なナマハゲ行事を探る」『みんなでつなぐナマハゲ文化』男鹿市教育委員会

児玉準 2012「秋田の米づくりのはじまりを追う」『明治大学古代学研究所紀要』17 明治大学古代学研究所

近藤清兄 2011「秋田県男鹿方言の動詞連用形について」『聖霊女子短期大学紀要』39

近藤清兄 2012「秋田県男鹿方言動詞の命令形・仮定形について」『聖霊女子短期大学紀要』40

近藤清兄 2013「秋田県男鹿方言のノダ文について」『聖霊女子短期大学紀要』41

近藤清兄 2014「秋田県男鹿方言の疑問音調について」『聖霊女子短期大学紀要』42

佐藤晃之輔 2014「八郎潟を中心とした人々の暮らし」『大潟村史』【再掲】

佐藤晃之輔 2014「「あの日何があったか』農政との対応をめぐって」『大潟村史』【再掲】

高瀬克範 2012「男鹿半島・八郎潟周辺における縄文時代晩期および弥生時代の占地特性」『明治大学古代学研究所

紀要』17 明治大学古代学研究所

高橋学・五十嵐祐介・山本祟 2012「秋田・小谷地遺跡」「木簡研究』34 木簡学会

武内信彦 2012「怠け者はいねが～「男鹿のナマハゲ」」『石油技術協会誌』77（4）

寺崎裕助 2011「縄文時代における移動・移住の一事業 : 新潟県糸魚川市六反田南遺跡と秋田県男鹿市大畑台遺跡の

事例から」『新潟県立歴史博物館研究紀要』12

永井登志樹 2013「菅江真澄と秋田のジオパーク」『真澄研究』17号 秋田県立博物館

半田和彦 2013「男鹿の鹿狩り」『出羽路』152

文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業実行委員会 2013『重要無形民俗文化財　男鹿のナマハゲ』

松山修 2012「真澄遊覧記と男鹿観光を考える～二つの書の出版意義を通して」『全国菅江真澄研究集会男鹿大会』

吉川 耕太郎 2014「東北 男鹿」『季刊考古学』126
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渡部鮎美 2011「機械化転換期における稲作技術の多様化とリスク -- 秋田県大潟村を事例に ( 日本歴史における水田

環境の存在意義に関する総合的研究 ) -- (“ 文化 ” としての水田 )」『国立歴史民俗博物館研究報告』162

Yusuke IGARASHI 2013「Engagements for the Preservation, Transmission, and Display of the important Intangible 

Folk Cultural Property, ‘Oga no Namahage」『2013 Study Tour Report』IRCI and UNESCO Office in Jakarta

（６）農業・環境

小林由喜也 2014「村創立 50年を迎える干拓地大潟村の農地 , 営農 , 機械の現状 次の 50年へ新たな挑戦のスタート」

『機械化農業』3162

小林由喜也 2014「大潟村農業と機械の変遷」『大潟村史』大潟村【再掲】

佐藤孝・善本さゆり・中村結・佐藤恵美子・高階史章・渋谷岳・横山正・金田 吉弘 2011「重粘土水田転換畑におけ

るマメ科緑肥植物ヘアリーベッチ植栽が後作ダイズの生育・収量に及ぼす影響」『日本土壌肥料學雜誌』82(2)

佐藤了 2014「大潟村農業の誕生と営農展開」『大潟村史』大潟村【再掲】

長濱健一郎 2011「秋田県大潟村における戸別所得補償制度導入の意義と課題」『レファレンス』61(10)、

長濱健一郎 2012「戸別所得補償制度開始と農業者の対応 : 秋田県大潟村を事例にして」『農村と都市をむすぶ』62(3)

原田久富美、進藤勇人、伊藤千春、小林ひとみ、渋谷岳 2011「無代かき及び有機質資材の施用が水田からの水質汚

濁負荷に及ぼす影響」『日本土壌肥料學雜誌』82(2)

藤川浄之 2014「接点－農、農政、人、むら」『大潟村史』大潟村【再掲】

宮元均 2014「八郎潟干拓から日本の農地と大規模農業の将来を考える」『JAGREE information』(88)

（７）地域活性化・経済

白石建雄 2014「地域づくり・ジオパークの可能性 : 男鹿半島・大潟ジオパークを例として」『日本の科学者』49(4)

増田寛也・樋口美雄 2014「対談 秋田・大潟村、福井・鯖江市、石川・川北町……成功例はここが違う 消滅市町村

にならないための 6のモデル」『中央公論』129(8)

（８）その他

薄井伯征 2012「八郎潟干拓と日本の米づくり」『大塚薬報』10月号 大塚ホールディングス株式会社

水田敏彦・鏡味洋史 2011「1939.5.1　男鹿地震の秋田県における震災対応に関する文献調査」『日本建築学会技術

報告集』17（36）

渡部晟「男鹿半島女川層の褶曲」2012『日本の地質構造 100 選』日本地質学会構造地質部会編

３．学会・大会等発表（事務局員が行ったもの）

（１）学会発表（国際会議を含む）

薄井伯征 2011「秋田県大潟村における市民活動と生涯学習」第 32回日本生涯教育学会大会

薄井伯征 2012「地方の公立博物館の行財政と管理運営に関する一考察」第 33回日本生涯教育学会大会

薄井伯征 2013「公立博物館の政策的位置づけに関する研究」第 34回日本生涯教育学会大会

Noriyuki USUI, Hirokazu TAKEUCHI, Tomoya SHINDO2012「Activities of Guides in Oga Peninsula　-　Ogata 

Geopark  -Current Status and Future Direction-」5th International UNESCO Conference on Geoparks in Unzen 

Volcanic Area Global Geopark

Hirokazu TAKEUCHI, Noriyuki USUI, Tateo SHIRAISHI2012「The Oga Peninsula-Ogata Geopark: Human Living on 

Shifting Ground」5th International UNESCO Conference on Geoparks in Unzen Volcanic Area Global Geopark
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（２）ジオパーク大会等発表

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会 2011「男鹿半島・大潟ジオパーク構想」第 2回日本ジオパーク全国大会洞爺

湖有珠山大会

竹内弘和・薄井伯征・白石建雄 2012「変動する大地での人々の暮らし」第 5回ジオパーク国際ユネスコ会議、

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会 2012「東北ジオパークフォーラム　ジオの営みと上手に付き合うために～ジ

オでつながる人づくり・地域づくり～」第 3回日本ジオパーク全国大会室戸大会

長谷川秀明・工藤恒博・佐々木鶴代・薄井伯征 2012「干拓地の恵みを活用した特産品開発」第 3回日本ジオパーク

全国大会室戸大会

渡部晟・進藤智哉・薄井伯征 2012「八郎潟の地層について」第 3回日本ジオパーク全国大会室戸大会

進藤智哉・堤朗 2012「八郎潟干拓地に確立した生態系における動物相」第 3回日本ジオパーク全国大会室戸大会

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会 2013「日本海の成り立ちを学べる男鹿半島と、日本最大の干拓地、大潟村。」

日本地球惑星科学連合大会 2013 年大会、

進藤智哉・渡部晟・薄井伯征 2013「露頭のないジオパークに露頭をつくる　－八郎潟層の剥ぎ取り標本の作成と展

示－」日本地球惑星科学連合大会 2013 年大会

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会 2013「日本海の成り立ちを学べる男鹿半島と、日本最大の干拓地、大潟村。」

第 4回日本ジオパーク全国大会隠岐大会

進藤智哉・薄井伯征 2013「豊かな大地の多様な生きものたち」第 4回日本ジオパーク全国大会隠岐大会、

男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会 2014「「地質見学会」から「ジオツアー」への進化～男鹿半島・大潟ジオパー

クの試み～」日本地球惑星科学連合大会 2014 年大会

五十嵐祐介・菊池光和・小山田智子 2014「五感で楽しむ「男鹿市ジオパーク学習センター」―地質学的ジオサイト

と人の歴史や文化の交流点―」日本地球惑星科学連合大会 2014 年大会

渡部公成・畠山喜美・薄井伯征 2014「重要課題へ挑む～男鹿半島・大潟ジオパークの質の向上を目指して～」第 5

回日本ジオパーク全国大会南アルプス大会

薄井伯征・五十嵐祐介・渡部公成・進藤智哉・沼倉誠・畑山良栄・神垣恭彦 2014「秋田県ジオパーク連絡協議会の

設立と取り組み」第 5回日本ジオパーク全国大会南アルプス大会
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