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～日本のジオパーク！東北から発信！～
あしたへ

第８回日本ジオパーク全国大会2017
男鹿半島・大潟大会 開催概要

大会テーマ

　2017年は日本ジオパークネットワークが活動を開始して10年の節目。
　全国大会がブロック単位で初めて開催されるという節目。
　この節目において、日本のジオパークが目指す明日、持続可能な地域の明日
を皆で共有し、考える大会にしたい。
　日本国内のジオパークが一堂に会する年に一度の大切な場所。それが日本ジ
オパーク全国大会。この男鹿半島・大潟の地で、ジオパークの明日、地域の明
日につながる「なにか」が得られれば…。「あした」の明るい未来に向かって。

大会名称	 第８回日本ジオパーク全国大会2017男鹿半島・大潟大会

テ ー マ	 あしたへ	～日本のジオパーク！東北から発信！～

会　　期	 平成29年10月25日（水）～10月27日（金）
	 25日　開会セレモニー、基調講演、ポスターセッション、ブース展示、パネルディスカッション、大交流会	ほか
	 26日　分科会、ポスターセッション、ブース展示、閉会セレモニー、エクスカーション
	 27日　エクスカーション

会　　場	 男鹿市民文化会館／ホテルサンルーラル大潟／男鹿温泉郷

主　　催	 第８回日本ジオパーク全国大会男鹿半島・大潟大会実行委員会、一般財団法人自治総合センター

共　　催	 日本ジオパークネットワーク、日本ジオパーク委員会

後　　援	 秋田県、秋田県教育委員会、ＥＳＤ活動支援センター
	 日本ジオパークネットワーク東北ブロック、秋田県ジオパーク連絡協議会
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ご 挨 拶

　皆様、ようこそ男鹿半島・大潟ジオパークにおいでくださ
いました。
　全国のジオパークネットワーク関係者をはじめ、関係団体
の方々や地域の皆様など、多くの方にお集まりいただき、こ
こに「日本ジオパークネットワーク活動開始10周年記念 第
8回日本ジオパーク全国大会2017男鹿半島・大潟大会」が開
催できますことを、心よりお礼申し上げます。
　2011年に日本ジオパークに認定された当地域は、明治時
代より地質学的に注目されてきた地域であり、学術研究も盛
んです。日本列島がまだ大陸の一部であった頃の地層から、
1964年に八郎潟を干拓してできた大潟村の誕生までを時間
軸として、半島と干拓が育む人と大地の調和をご覧いただけ
るのが、この男鹿半島・大潟ジオパークです。
　今年は、日本ジオパークネットワークが活動を開始してか
ら10年の節目の年であるとともに、ブロック化移行後初め
ての開催となる記念すべき大会であります。本大会のテー
マ「あしたへ」には、このような節目を踏まえて今後10年、
100年と続く、ジオパーク活動だけでなく、ジオパーク活動
が目指す地域の「あした」を皆で共有し、考えていければと
いう思いが込められております。当地域だけでなく、ご参加
の皆様の地域にとりまして、発展的な「あした」につながる
ヒントを見出せる大会となれば幸いでございます。
　最後になりますが、本大会の開催に当たり、東北ブロック
内の各ジオパーク及び、日本ジオパークネットワークの皆様、
そして地域の関係者の皆様には、多大なご協力を頂戴いただ
きましたことに、衷心より感謝申し上げます。また、ご参加
の皆様、どうぞ男鹿半島・大潟ジオパークでの全国大会を存
分にお楽しみください。

　男鹿半島・大潟ジオパークへお越しいただいた日本ジオ
パークネットワーク会員及び準会員、全国からお集まりいた
だいた多くの皆様を心より歓迎いたします。
　男鹿市と大潟村の２市村で歩んできたジオパーク活動の
中でも一大事業と言える「第８回日本ジオパーク全国大会
2017男鹿半島・大潟大会」がここに開催できますことを、
心より感謝申し上げます。また、今大会開催にあたり、ご協
力をいただいております秋田県内のジオパークをはじめ、東
北ブロック内の各ジオパーク及び、日本ジオパークネット
ワークの皆様、地域の皆様に心より感謝申し上げます。
　男鹿半島・大潟ジオパークは、過去7,000万年間の大地の
歴史を連続して観察できる地層がそろっており、また、大地
の歴史の中では非常に浅いわずか53年前に、干拓という人
の技術によって造られた新しい大地の今を見ることができま
す。当ジオパークのテーマとしております「半島と干拓が育
む人と大地の物語」を実感していただき、参加した皆様がこ
の地で有意義な時間を過ごされますことを願っております。
参加者の方々の中には男鹿半島・大潟地域にはじめてお越し
になる方もいると思います。今回の大会を通じて参加された
方々が新たな発見や感動を得、この地で旧交をあたため、多
くの新しい友人をつくることができ、当地域での全国大会に
参加したことが何よりの思い出深いものになることを願って
おります。
　最後に、この大会のテーマでもありますそれぞれの地域の

『あしたへ』つながっていくことを祈念いたします。

第８回日本ジオパーク全国大会2017
男鹿半島・大潟大会実行委員会
　　実行委員長（男鹿市長）

菅　原　広　二

第８回日本ジオパーク全国大会2017
男鹿半島・大潟大会実行委員会
　　副実行委員長（大潟村長）

髙　橋　浩　人

協　　力	 磐梯山ジオパーク／八峰白神ジオパーク／ゆざわジオパーク／三陸ジオパーク
	 栗駒山麓ジオパーク／下北ジオパーク／鳥海山・飛島ジオパーク／蔵王構想地域／月山構想地域

司　　会	 秋田県立秋田高等学校放送委員会
	 ２年　小坂	しおねさん／１年　佐藤	海結さん

手話通訳	 保泉	朋子氏（秋田県聴覚障害者支援センター）
	 加賀谷	千春氏（秋田県登録手話通訳者）
	 歩仁内	ゆかり氏（秋田県秋田地域振興局福祉環境部）

事 務 局	 第８回日本ジオパーク全国大会男鹿半島・大潟大会実行委員会事務局
	 （男鹿市教育委員会	生涯学習課	ジオパーク推進班）
	 〒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
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→大館能代空港
　東　京（羽　田） ANA 1日２便 約70分
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25日／開会セレモニー、基調講演、ポスターセッ
ション、パネルディスカッション、ブース展示、
ジオの恵み物産展 ほか
26日／ポスターセッション、ブース展示、閉会
セレモニー、エクスカーション集合場所 ほか
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Time 男鹿市民文化会館 ホテルサン
ルーラル大潟 男鹿温泉郷大ホール 小ホール 大会議室 リハーサル室 屋外駐車場

12：00
13：00

日本ジオパーク
認定希望地域
ポスター掲示

13：30－18：30

JGN事前相談会
13：30－15：30

日本認定

JGN事前相談会
13：30－15：30

世界推薦
14：00
15：00

JGN運営会議
15：30－18：30

16：00
17：00
18：00
19：00 移　動（無料送迎バス、男鹿温泉郷、ホテルサンルーラル大潟着）

Time 男鹿市民文化会館 ホテルサン
ルーラル大潟 男鹿温泉郷大ホール 小ホール 大会議室 リハーサル室 屋外駐車場

  7：00
宿泊者移動（無料送迎バス　男鹿温泉郷・ホテルサンルーラル大潟 発）  8：00

  9：00

ポスター
セッション
ブース展示

9：00－15：30

クローク

9：00－15：30

分科会①
9：00－12：00

分科会③～⑨
9：00－12：0010：00

11：00 分科会②
11：00－12：30

12：00 移　動（無料送迎バス）
13：00

閉会セレモニー
13：45－15：0014：00

分科会②、⑩は
現地視察型15：00

エクスカーション（ジオツアー）　受付開始：15：00 ／ツアー出発：15:30
屋外駐車場集合16：00

エクスカーション（ジオツアー）
エクスカーション（ジオツアー）　いずれのコースも解散　秋田空港 15：00 ～ 16：00 ／ＪＲ秋田駅 15：40 ～ 16：40

※注意：ゆざわ／八峰白神／鳥海山・飛島コースは男鹿へ戻りません

Time 男鹿市民文化会館 ホテルサン
ルーラル大潟 男鹿温泉郷大ホール 小ホール 大会議室 リハーサル室 屋外駐車場

  9：00 前泊者及び前日会議参加者移動（無料送迎バス、男鹿温泉郷、ホテルサンルーラル大潟発）

10：00
クローク

10：00－17：30

※ 宿泊ホテルへ直
送するトラック
クロークは文化
会館正面

JGN事務局長会議
10：30－12：0011：00 ポスター

セッション
ブース展示

11：00－17：30

【コアタイム】
15：30－16：00

ジオの恵み
物産展

11：00－17：30

12：00 昼食会場開放
12：00－13：30

13：00 開会セレモニー
13：30－14：3014：00 基調講演
14：30－15：2015：00

16：00 パネルディスカッション
16：00－17：15

17：00
移　動（無料送迎バス）

18：00
大交流会

18：30－20：3019：00
20：00

移　動（無料送迎バス）
21：00

スケジュール

※分科会の詳細はP８～９をご覧ください。
※エクスカーションの詳細はP10 ～ 13をご覧ください。

【前　日】 10月24日㈫

【１日目】 10月25日㈬

【２日目】 10月26日㈭

【３日目】 10月27日㈮
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13：30－15：30 ＪＧＮ事前相談会 【男鹿市民文化会館】
 世界ジオパーク推薦希望地域 リハーサル室
 日本ジオパーク認定希望地域 大会議室

13：30－18：30 日本ジオパーク認定希望地域ポスター掲示 小ホール

15：30－18：30 ＪＧＮ運営会議 大会議室

18：50－20：30 プレ交流会 ホテル諸井

  9：00－12：00 サイトを学ぼう！楽しもう（有料ジオツアー）
  【男鹿市民文化会館】

10：30－12：00 ＪＧＮ事務局長会議 大会議室

11：40－12：10 小中高大生ポスターセッションコアタイム① 小ホール

13：30－14：30 開会セレモニー 大ホール
 ◦中学生による男鹿半島・大潟ジオパーク紹介
 　男鹿市立男鹿南中学校２年 和田 涼汰さん／目黒 美有さん
 　大潟村立大潟中学校　１年 佐野 真尋さん／湊　 鈴乃さん
 ◦主催者、共催者あいさつ
 　全国大会実行委員会実行委員長（男鹿市長） 菅原 広二
 　日本ジオパークネットワーク理事長（糸魚川市長） 米田 　徹
 　日本ジオパーク委員会副委員長（東京大学教授） 中田 節也
 ◦来賓あいさつ
 　秋田県知事 佐竹 敬久 様
 ◦日本ジオパークネットワーク表彰式　 表彰者 矢島 道子 様

14：30－15：20 基調講演 大ホール
 ジオパークを楽しく料理しよう！― キッチン火山学 ―
 講師：秋田大学　大学院教育学研究科教授　林 信太郎 氏

15：30－16：00　　一般ポスターセッションコアタイム
 小中高大生ポスターセッションコアタイム② 小ホール

16：00－17：15 パネルディスカッション 大ホール
 「ジオパークを教育に活用する視点と地域の明日への投資」
 コーディネーター　林　信太郎 氏
 パネリスト　川村 教一 氏／中田 節也 氏／山本 隆太 氏
 　　　　　　成田 弘美 氏／小島 千晶 氏

18：30－20：30 大交流会 【ホテルサンルーラル大潟】

秋田大学大学院教育学研究科教授。理学博士。秋田県ジオパーク連絡協議会ジオパーク専
門研究統括会委員長。専門は火山地質学・火山岩石学。
1956年 北海道生まれ
1980年 北海道大学理学部卒業
1985年 東北大学理学研究科修了（理学博士）
2002年 秋田大学教授に就任
2015年 日本火山学会賞
ジオパーク関連著書に『ジオパークへ行こう！火山や恐竜にあえる旅』（小峰書店）や『世
界一おいしい火山の本～チョコやココアで火山実験～』（小峰書店）など多数。特に後者
の著書は2007年に第53回青少年読書感想文全国コンクール中学生の部で課題図書に選ば
れ、第54回産経児童出版文化賞ニッポン放送賞を受賞。また、近著に『知っておきたい日
本の火山図鑑』（小峰書店）がある。

【前　日】
10月24日㈫

【１日目】
10月25日㈬

 ツバキ自生北限地帯

 鬼の隠れ里

 椿の白岩

 大桟橋

 大潟富士

大会プログラム
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パネルディスカッション〈パネリスト〉

★その他  【男鹿市民文化会館】
11：00－17：30 ポスターセッション 小ホール
11：00－17：30 ブース展示 小ホール
11：00－17：30 ジオの恵み物産展
 物産・グルメ、お土産の販売等。

  9：00－12：00 分科会 
 　※一部分科会は８：30 ～となります。
 　※分科会の詳細はP８～９をご覧ください。

13：45－15：00 閉会セレモニー 大ホール
 ◦分科会報告
 　各分科会で議論された内容が報告されます。
 ◦大会宣言
 　全国大会実行委員会実行委員長（男鹿市長） 菅原 広二
 ◦次回開催地あいさつ
 　様似町アポイ岳ジオパーク推進協議会長（様似町長） 坂下 一幸
 ◦閉会あいさつ
 　全国大会実行委員会副実行委員長（大潟村長） 髙橋 浩人
　
15：30 エクスカーション（ジオツアー） 男鹿市民文化会館
 出発15：00受付開始／ 15：30ツアー出発
 ※エクスカーションの詳細はP10～13をご覧ください。
 ※屋外駐車場集合

★その他  【男鹿市民文化会館】
  9：00－15：30 ポスターセッション 小ホール
  9：00－15：30 ブース展示 小ホール

エクスカーション（ジオツアー）
　いずれのコースも解散　秋田空港 15：00～16：00 ／ＪＲ秋田駅 15：40～16：40
　※注意：ゆざわ／八峰白神／鳥海山・飛島コースは男鹿へ戻りません。

川村 教一（かわむら のりひと）
秋田大学教育文化学部教授
1963年　兵庫県生まれ
1985年　広島大学理学部卒業
2004年　大阪市立大学理学研究科修了（理学博士）
2009年　秋田大学教育文化学部准教授
2014年　秋田大学教育文化学部教授、現在に至る
専  　門：地質学、理科教育学

山本 隆太（やまもと りゅうた）　
静岡大学教職センター学術研究員・JGN教育WGリーダー
1982年　愛知県生まれ
2008年　早稲田大学教育学部卒業
2015年　早稲田大学教育学研究科満期退学
2015年　静岡大学教職センター学術研究員、現在に至る
専  　門：地理教育

小島 千晶（こじま ちあき）
むつ市立苫生小学校 教諭
1961年　青森県生まれ
1984年　日本大学文理学部卒業
1984年　むつ・下北管内の小・中学校講師として勤務
1988年　佐井村立佐井小学校教諭として勤務
　　　　　（以後、むつ・下北管内5校勤務）
2012年　むつ市立苫生小学校勤務、現在に至る
専  　門：保健体育

中田 節也（なかだ せつや）
東京大学地震研究所教授
(日本ジオパーク委員会副委員長、世界ジオパークネットワーク諮問委員長)
1952年　富山県生まれ
1977年　金沢大学大学院修士課程修了
1982年　理学博士（九州大学）
1979年　九州大学理学部助手
1995年　東京大学地震研究所助教授を経て、1999年から現職
専  　門：火山学

成田 弘美（なりた ひろみ）
むつ市立苫生小学校 教諭
1965年　青森県生まれ
1988年　東京理科大学理学部卒業
1988年　むつ・下北管内の小・中学校講師として勤務
1991年　むつ市立第一田名部小学校教諭として勤務
　　　　　（以後、むつ・下北管内5校勤務）
2008年　北海道函館市立昭和小学校勤務（北東北・北海道交流）
2010年　下北自然の家勤務（社会教育主事）
2012年　むつ市立苫生小学校勤務、現在に至る
専  　門： 算数・数学・陸上競技

【１日目】
10月25日㈬

【２日目】
10月26日㈭

【３日目】
10月27日㈮

 男鹿真山伝承館

 桜と菜の花ロード



温泉旅館
ゆもと

セイコー
グランドホテル

男鹿観光ホテル

男鹿温泉交流会館
五風

元湯 雄山閣

男鹿 萬盛閣

男鹿ホテル

至船川・秋田
（男鹿市民文化会館） なまはげ立像

至北浦

至入道崎

なまはげ
ライン

男鹿温泉 結いの宿
別邸つばき

男鹿温泉郷
分　科　会
会場マップ

至なまはげライン

❸❺
❻❹

❾
❽

❼
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分科会①
トップが考えるジオパークと地域振興のあした

時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 ホテルサンルーラル大潟【菜の花】
Key word 首長・会長 企画運営 日本ジオサービス株式会社

日本のジオパーク活動が始まって10年が経過しました。これまでの活動を振り返り、これからの10年の日本ジ
オパーク活動について、各ジオパークのトップが考えます。
●講　師：熊谷 嘉隆氏（国際教養大学）・渡辺 真人氏（産業技術総合研究所）

分科会②
海の崖からサイトの保全を考える 【８：30 セイコーグランドホテル出発】

時　　間 8：30 ～ 12：30 会　　場 安田海岸・男鹿市民文化会館【大会議室】
Key word 保全 企画運営 保全WG with 三陸ジオパーク

男鹿半島・大潟の安田（あんでん）海岸の現状を確認し、他地域の事例も踏まえて、海岸のジオサイトの保全の難
しさをみんなで考え、討論します。
●現地案内：白石 建雄氏（秋田大学）・澤木 博之氏（男鹿半島・大潟ジオパークガイドの会）

分科会③
ジオパークにおける持続可能な社会のための教育―未来を担うこどもたちを育てるために―

時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 セイコーグランドホテル【花水木】
Key word 教育 企画運営 教育WG with ゆざわジオパーク

ジオパークが目指す“持続可能な社会”とは何なのかを考え、ESDや学校との関わりを考えます。
※ESD＝持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development）
●講　師：山本 隆太氏（静岡大学）
　分科会③は、文部科学省平成29年度日本／ユネスコパートナーシップ事業の一環で開催しております。

分科会④
ガイド技術を考える ―インタープリテーションの視点から―

時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 男鹿観光ホテル【百萬】
Key word ガイドスキル 企画運営 ガイドWG with 磐梯山ジオパーク

タモリさんを案内したジオパーク関係者が語る「なぜブラタモリが楽しいのか！」をテーマに、ガイド実践で必要
なインタープリテーションの視点について、皆で考えます。
●講　師：古瀬 浩史氏（帝京科学大学）ほか

分科会⑤
ジオガイドの人材育成と団体運用について

時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 セイコーグランドホテル【浜木綿（はまゆう）】
Key word ガイド講習・運用 企画運営 ガイドWG with 栗駒山麓ジオパーク

「ガイド運営に関するアンケート調査」の内容と結果を基に、各協議会で抱えているガイド養成・運営等の大きな
問題点や課題等を話し合い、理想のガイド運営についての方向性を導き出します。
●コーディネーター：今井 ひろこ氏（山陰海岸ジオパーク）ほか

【２日目】10月26日㈭　9：00－12：00
　　　　　 ※一部分科会は異なります
ホテルサンルーラル大潟／男鹿温泉郷各ホテルほか

分  科  会
西黒沢海岸
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分科会⑥
新しいジオツアーブランドのコンセプトをつくろう！

時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 男鹿観光ホテル【シャガール】
Key word ツーリズム 企画運営 ジオツアー商品化WG with 八峰白神ジオパーク

ブラタモリのような地域の謎解きツアーになっているジオツアーだけを厳選（あるいは造成）することで、質の高
いジオツアーをブランド化することを目指し、そのコンセプトや定義について議論します。
●コーディネーター：福島 大輔氏（NPO法人桜島ミュージアム）ほか

分科会⑦
国際連携と相互発展 ―A geopark takes you to a new world!!―

時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 別邸つばき
Key word 国際連携 企画運営 国際連携WG with 下北ジオパーク

海外からの招聘者とともに情報交換を進めるとともに、日本のジオパークのあり方を紹介し、国際連携と相互発
展を目指します。
●コーディネーター：鳥越 寛子氏（糸魚川ユネスコ世界ジオパーク）・新名 阿津子氏（公立鳥取環境大学）

分科会⑧
学術研究者とジオパーク専門員がつくるジオストーリー

時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 萬盛閣
Key word ジオストーリー・専門員 企画運営 林信太郎 with 鳥海山・飛島ジオパーク

3つのジオパークを題材に、学術研究者とジオパーク専門員による、ジオストーリーの学術的豊富化と構築に向
けたワークショップを行います。参加者の皆さんにはご自分の専門を活かし、3つのジオパークのジオストーリー
に新たな1要素を付け加えていただきたいと思います。
●コーディネーター：林 信太郎氏（秋田大学）ほか

分科会⑨
人の暮らしとジオを考える分科会 ―黒曜石で人と地球の活動をつなぐ―

※本分科会は一般公開分科会
時　　間 9：00 ～ 12：00 会　　場 男鹿温泉交流会館五風

Key word 人・歴史 企画運営 橋詰潤 with 男鹿半島・大潟ジオパーク

地球の活動と人とのつながりについて黒曜石を題材にして考えます。日本ジオパークには黒曜石が重要な素材で
あるジオパークも多く、黒曜石産地のジオパークからも報告いただきます。
●コーディネーター：橋詰  潤氏（明治大学）

分科会⑩
ジオサイトを理科教育に活かす実践例を知る 【８：30 ホテルサンルーラル大潟出発】

時　　間 8：30 ～ 12：10 会　　場 ジオパーク学習センター・寒風山
Key word 理科教育支援 企画運営 川村教一 with 男鹿半島・大潟ジオパーク

ジオパークと学校教育との関係構築やその手法、視点について、特に理科の授業支援を中心に、現地を見ながら
考えます。
●コーディネーター：川村 教一氏（秋田大学）・鈴木 雅彦氏（男鹿市教育員会）

経緯度交会点グリーンタフ安田海岸金崎
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（ジオツアー）
10月26日㈭　【受付】男鹿市民文化会館 屋外駐車場 15：00　【出発】15：30

10月27日㈮　【解散】秋田空港15：00 ～ 16：00／JR秋田駅15：40～16：40　いずれのコースも

大会受付で配布したタオルはツアー毎に色分けされています。スムーズに受付して
いただくため、ツアー受付時にはタオルを首からさげてください。

※ツアー毎に解散時間が異なりますので各行程をご確認ください。
※ 男鹿半島・大潟コースに参加し、バス・レンタカーなどで帰られる方は、男鹿市民文化会館14：30解散

となります。（ゆざわ/八峰白神/鳥海山・飛島コースは男鹿半島・大潟へ戻りません）

　“「食」と「絶景」”をテーマとし、三方が海に囲まれた“半島”と生誕約50年である新生の
“干拓地”が作りだす絶景を目で見て、紅ズワイガニやカボチャなどの海・大地の恵みを
舌で味わい、これらの背景にある物語を耳で楽しむコース。

　“「男鹿のナマハゲ」と「鬼」”をテーマとし、大晦日に行われるナマハゲ行事の体験や鬼
にまつわる呼び名が残ったジオサイトを巡り“ナマハゲと大地の関わり”に迫るコース。

大地のめぐみ食い倒れ！絶景拝み倒れ！
～五感で楽しむ半島と干拓地～

男鹿のナマハゲが継承される大地を見ねがっ！
～誰が作った？鬼が作ったと人は言う～

お願い

1
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宿　泊 男鹿萬盛閣

見学地

【1日目】
八望台⇒入道崎⇒男鹿温泉郷（宿泊）

【2日目】
入道崎（朝食①）⇒
男鹿水産（朝食②）⇒寒風山⇒
きりん亭（昼食）⇒
サンルーラル大潟⇒道の駅おおがた

解　散 秋田空港15：20着、秋田駅16：00着

宿　泊 元湯　雄山閣

見学地

【1日目】
なまはげ館・真山伝承館⇒
男鹿温泉郷（宿泊）

【2日目】
鬼の隠れ道⇒寒風山⇒
鵜ノ崎海岸⇒磯乃家旅館（昼食）⇒
赤神神社五社堂

解　散 秋田空港15：50着、秋田駅16：30着

エ ク ス カ ー シ ョ ン

寒風山

男鹿のナマハゲ



脇本城跡
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　“火山”をテーマとし、東北唯一の火山地形である目潟や、風光明媚な大パノラマを
楽しめる寒風山など、種類の違う火山地形を冒険しながら景観の背景にある物語を楽しむ
コース。

　“大地の物語”をテーマとし、男鹿半島・大潟ジオパークの「約7,000万年前から現在ま
での大地の歴史を“ほぼ連続”して観察できる」という大きな特徴を現地見学や乗船などを
通して、陸と海から満喫するコース。

Let’s 冒険ボルケーノ！
～歩いて比べる東北唯一のマール～

滝＆奇岩クルーズ！
～太古の大地へタイムスリップ～

3

男
鹿
半
島
・
大
潟
コ
ー
ス

4

男
鹿
半
島
・
大
潟
コ
ー
ス

宿　泊 男鹿温泉　結いの宿　別邸つばき

見学地

【1日目】
一ノ目潟⇒男鹿温泉郷（宿泊）

【2日目】
八望台⇒二ノ目潟⇒
男鹿水族館GAO（昼食）⇒寒風山 

解　散 秋田空港15：50着、秋田駅16：30着

宿　泊 温泉旅館ゆもと

見学地

【1日目】
ジオパーク学習センター⇒
男鹿温泉郷（宿泊）

【2日目】
入道崎⇒加茂青砂（乗船）⇒
汐瀬旅館（昼食）⇒潮瀬崎⇒
館山崎⇒海鮮市場

解　散 秋田空港15：50着、秋田駅16：30着

二ノ目潟・戸賀湾

門前大滝
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　“体験”をテーマとし、野鳥観察や案内ガイドによる八郎太郎物語の語り、肥沃な大地
での野菜の定植など、大潟村ならではのジオ・エコ・ヒトの関わりを楽しむコース。

新たな大地が育んだ自然と恵み！
～大潟村の新米きりたんぽ作りで感じる人と大地の共生～5

男
鹿
半
島
・
大
潟
コ
ー
ス

宿　泊 ホテルサンルーラル大潟

見学地

【1日目】
干拓博物館⇒大潟村（宿泊）

【2日目】
大潟草原野鳥観察舎⇒農業体験⇒
ポルダー潟の湯（昼食）⇒
干拓博物館・潟の店

解　散 秋田空港15：20着、秋田駅16：00着

　“干拓の歴史”をテーマとし、大潟村を見渡せる寒風山を起点に、日本で唯一経線と緯
線が10度単位で交わる経緯度交会点や日本一低い山・大潟富士を巡り、地元農家ガイド
の野菜栽培ハウスで野菜の収穫を体験するコース。

海抜マイナス4ｍの大地を踏む！
～ 53年目の湖底の大地と人の物語～6

男
鹿
半
島
・
大
潟
コ
ー
ス

宿　泊 ホテルサンルーラル大潟

見学地

【1日目】
寒風山⇒大潟村（宿泊）

【2日目】
干拓博物館・潟の店⇒
南部排水機場⇒大潟富士⇒
サンルーラル大潟（昼食）⇒農業体験

解　散 秋田空港15：20着、秋田駅16：00着

新米きりたんぽ作り

干拓博物館展示物：大地との戦い
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　“いにしえの火山の恵み”をテーマとし、深く急峻な渓谷や白い岩肌の“地獄”、山奥に
点在する秘湯、天然記念物の湿原など、特異な景観と火山活動の関係を目で・肌で・口で
体感するコース。

　“白神山地と人々の営み”をテーマとし、地形が地域に住む人々の信仰の対象になった
「白瀑」や地震・地すべりがもたらした恵みとも言える「十二湖」を巡り、多様性豊かなジオ・
エコ・カルチャーを楽しむコース。

　“鳥海山の湧水、鮭漁、日本酒”をテーマとし、鳥海山の
湧水100％の清流・牛渡川での伝統的な鮭漁の体験や鳥海山
由来の仕込み水で醸造している酒蔵の見学など、日本海と大
地がつくりだすふたつの“SAKE”を体験し、味わうコース。

秘境の大地はあったかい？
～見えない火山を見つけにいこう～

白神の神秘を巡る！
～白瀑神社と十二湖めぐり～

SAKE（鮭・酒）で感じる鳥海山！
～火山が生み出す水と恵み～

7

ゆ
ざ
わ
コ
ー
ス

8

八
峰
白
神
コ
ー
ス

9

鳥
海
山
・
飛
島
コ
ー
ス

宿　泊 多郎兵衛旅館

見学地
【1日目】小安峡温泉（宿泊）
【2日目】小安峡温泉⇒不動滝⇒
大噴湯⇒あぐり館⇒苔沼⇒
川原毛地獄⇒ジオスタ☆ゆざわ（昼食）

解　散 湯沢駅13：20分、秋田空港15：00着、
秋田駅15：40着

宿　泊 あきた白神温泉ホテル

見学地

【1日目】
ぶなっこランド⇒白神温泉（宿泊）

【2日目】
十二湖⇒椿海岸柱状節理群⇒
白瀑神社⇒道の駅みねはま（昼食）

解　散 秋田空港16：00着、秋田駅16：40着

宿　泊 鳥海温泉　遊楽里

見学地
【1日目】鳥海温泉　遊楽里（宿泊）
【2日目】牛渡川・箕輪鮭孵化場⇒丸池様⇒
道の駅象潟（昼食）⇒九十九島⇒酒蔵　飛良泉本舗

解　散 秋田空港16：00着、秋田駅16：40着

小安峡大噴湯

日本キャニオンと大崩

牛渡川の鮭の遡上
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10月25日～26日、ポスターセッション・ブース展示会場にて、
鵜ノ崎海岸を舞台に海に魅せられた作品展を同時開催！

10月25日11：00～17：30開催！ご当地ものです!!
食べ物とお土産販売！

大会にご登録の皆様には、ジオの恵み物産展会場でのお買い物で使える
サービス券を受付時に配布しています！忘れずにご使用ください！（本日限定）

市村小学生へ返信のメッセージを投函願います！
投函期間：10月25日・26日
投函方法：メッセージを書いて、切り取って、
　　　　　男鹿市民文化会館内の特製ポストへ投函。
　　　　　後日メッセージを書いてくれた小学生本人へ配達します！
　　　　　【上記２日限定！無料！】

大会にご登録の皆様には、男鹿市、大潟村の小学生から直筆の歓迎メッセージ
が同封されています。お一人お一人の異なるメッセージです！
小学生は皆様からの返信を楽しみにしています。忘れずにご投函のご協力をお
願いします。小学生にジオパークの温かさを伝えましょう!!

切り取って、投函！
※小学生からのメッセージは思い出にお持ち帰りください

会場内のこのポストが目印！
※決して郵便局のブースの
　方には渡さないで下さい

クロークの利用について

会場移動を伴いますので、ホテルまで直送のトラック
クロークをぜひご利用ください。
なお、男鹿温泉郷のホテルは大会実行委員会で斡旋し
た、男鹿観光ホテル、セイコーグランドホテル、萬盛
閣、雄山閣とさせていただきます。

高橋 章子氏絵画展

ジオの恵み物産展

皆様⇔市村小学生との特別郵便

大会にご参加の皆様へ

小学生からの
歓迎メッセージ

皆様から返信の
メッセージ

10月25日 男鹿市民文化会館 ⇒ 男鹿温泉郷・ホテルサンルーラル大潟へ直接配送
 受付時間／9：30～16：00
 受付場所／男鹿市民文化会館正面入口屋外
 引取方法／ご宿泊の各ホテルロビー等にて
10月26日 男鹿温泉郷・ホテルサンルーラル大潟⇒男鹿市民文化会館へ直接配送
 受付時間／8：00～8：45
 受付場所／男鹿温泉郷各ホテルロビー
 引取方法／男鹿市民文化会館正面入口屋外にて

①通常クローク

②男鹿市民文化会館⇔宿泊先へ直通のトラッククローク

男鹿市民文化会館内でお預かりする一般的なクロークです。

10月25日・26日と２種のクロークをご用意しています。



日本ジオパークネットワーク新規加盟認定

日本ジオパークネットワークの地図データ

※新たな加盟認定の結果は９月２７日にプレスリリースされ

　ます。

　その結果を踏まえて、画像データが提供される予定にしてお

　りますので、画像をはめこみます。

画像掲載サイズ：W210×155（予定）

Congratulations！ New Member of Japanese Geoparks Network
十勝岳ジオパーク
国引きジオパーク 45

大会にご参加の皆様へ
無料シャトルバス運行について

荷物の郵送について

エクスカーション受付・出発場所

運行時間や発着場所は別紙のバス時刻表をご覧願います。

男鹿市民文化会館にて、10月25・26日に郵便局ブースが開設されます。

全コースとも男鹿市民文化会館駐車場内となります。15：00受付開始。

郵便局のブースが出展しています。ご活用ください。

会場間移動にご利用願います。

10月26日　15：30出発
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10月25日～26日、ポスターセッション・ブース展示会場にて、
鵜ノ崎海岸を舞台に海に魅せられた作品展を同時開催！

10月25日11：00～17：30開催！ご当地ものです!!
食べ物とお土産販売！

大会にご登録の皆様には、ジオの恵み物産展会場でのお買い物で使える
サービス券を受付時に配布しています！忘れずにご使用ください！（本日限定）

市村小学生へ返信のメッセージを投函願います！
投函期間：10月25日・26日
投函方法：メッセージを書いて、切り取って、
　　　　　男鹿市民文化会館内の特製ポストへ投函。
　　　　　後日メッセージを書いてくれた小学生本人へ配達します！
　　　　　【上記２日限定！無料！】

大会にご登録の皆様には、男鹿市、大潟村の小学生から直筆の歓迎メッセージ
が同封されています。お一人お一人の異なるメッセージです！
小学生は皆様からの返信を楽しみにしています。忘れずにご投函のご協力をお
願いします。小学生にジオパークの温かさを伝えましょう!!

切り取って、投函！
※小学生からのメッセージは思い出にお持ち帰りください

会場内のこのポストが目印！
※決して郵便局のブースの
　方には渡さないで下さい

クロークの利用について

会場移動を伴いますので、ホテルまで直送のトラック
クロークをぜひご利用ください。
なお、男鹿温泉郷のホテルは大会実行委員会で斡旋し
た、男鹿観光ホテル、セイコーグランドホテル、萬盛
閣、雄山閣とさせていただきます。

高橋 章子氏絵画展

ジオの恵み物産展

皆様⇔市村小学生との特別郵便

大会にご参加の皆様へ

小学生からの
歓迎メッセージ

皆様から返信の
メッセージ

10月25日 男鹿市民文化会館 ⇒ 男鹿温泉郷・ホテルサンルーラル大潟へ直接配送
 受付時間／9：30～16：00
 受付場所／男鹿市民文化会館正面入口屋外
 引取方法／ご宿泊の各ホテルロビー等にて
10月26日 男鹿温泉郷・ホテルサンルーラル大潟⇒男鹿市民文化会館へ直接配送
 受付時間／8：00～8：45
 受付場所／男鹿温泉郷各ホテルロビー
 引取方法／男鹿市民文化会館正面入口屋外にて

①通常クローク

②男鹿市民文化会館⇔宿泊先へ直通のトラッククローク

男鹿市民文化会館内でお預かりする一般的なクロークです。

10月25日・26日と２種のクロークをご用意しています。

日本ジオパークネットワーク加盟地域

■ Japanese Geoparks Network
準会員 18正会員 43



八峰白神ジオパーク推進協議会

湯沢市ジオパーク推進協議会

鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会

株式会社プラットホーム出光興産株式会社

検 索

Special Thanks 

男鹿半島・大潟ジオパークガイドの皆様 大潟村案内ボランティアの会の皆様

男鹿市・大潟村の皆様
男鹿市・大潟村の小中学生の皆様
秋田県立秋田高等学校放送委員会の皆様
日本ジオパークネットワークの皆様
男鹿市・大潟村の郵便局の皆様
秋田空港ターミナルビル株式会社
JR 秋田駅・JR 男鹿駅
株式会社山王電機製作所
武田水産株式会社・浦崎酒店
高橋 章子 様
本大会に関係いただいた全ての事業者の皆様
本大会にご協力いただいた全ての皆様

第８回日本ジオパーク全国大会2017男鹿半島・大潟大会

協賛企業・団体


