東北の
ジオパークと
共に創る

半島と干拓が育む人と大地の物語

男鹿半島・大潟ジオパーク
Tohoku Akita

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

対象

地域の
皆様
日

10

テーマ

あしたへ 〜日本のジオパーク！東北から発信！〜
25

〜

ほか

場

男鹿市民文化会館ほか
※25日㈬はJR到着に合わせて、男鹿駅から
無料シャトルバスを運行します

参加方法・参加料

申込不要！直接ご来場ください！

入場無料

Oﬃcial
Website

25

検索

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
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
街道

船川

金川郵便局

101

至秋田

秋田プライウッド㈱ 男鹿工場

男鹿海鮮市場

男鹿市文化会館

至入道崎

鹿
男鹿
駅

男鹿市観光協会

男

男鹿市役所

な
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は

げ

ラ
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ン

男鹿私立
船川第一小

14：30 〜

林 信太郎 教授

「ジオパークを
楽しく料理しよう！
―キッチン火山学―」

※有料のプログラムもあります
（裏面参照）

男鹿半島・大潟ジオパーク

基調講演

秋田大学

秋田県
男鹿みなと市民病院
男鹿警察署

講師／林

信太郎

無料

25 パネルディスカッション
16：00 〜

開会セレモニー

13：30 〜

中学生による男鹿半島・大潟ジオ
パーク紹介
新規認定ジオパーク認定証交付式

※27日㈮はエクスカーションのみ

会

公開プログラム

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
ジオパーク関連著著に『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。

「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」
登壇者

25 27

程

林 信太郎 氏・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

25 ジオの恵み物産展
11：00 〜 17：30

男鹿・大潟の大地の恵み販売。
お土産もたくさん！（予定）
他のジオパークの出展も計画中！

ポスターセッション
25 26 25
11：00 〜26 15：30

国内ジオパークや関連団体の活動や小中高大学
生による取組をポスター形式で紹介します。

ジオパークブース展示
25 26 25
11：00 〜26 15：30

たくさんのジオパークや関連企業が
ブースを出展し、交流します。

26 9公開分科会
：00 〜12：00

会場／男鹿温泉交流会館

五風

「人の暮らしとジオを考える

―黒曜石で人と地球の活動をつなぐ―」

閉会セレモニー
26 13
：45 〜

分科会報告や次回開催地あいさつ。

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

このシンポジウムは全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。

東北の
ジオパークと
共に創る

半島と干拓が育む人と大地の物語

男鹿半島・大潟ジオパーク
Tohoku Akita

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

対象

※24日㈫は各種JGN会議 ※土日は東北のGP へ行こう！
※10/27-28でオプショナルツアー
（ゆざわGPで開催）

秋田県南秋田郡大潟村北１−３

林 信太郎 教授
ジオパークを楽しく料理しよう！

秋田大学

― キッチン火山学 ―

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
ジオパーク関連著著に『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。

パネルディスカッション

25 16：00 〜

「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」

林 信太郎 氏・川村 教一 氏・中田 節也 氏
登壇者
山本 隆太 氏・成田 弘美 氏・小島 千晶 氏

７月18日㈫募集開始
参加登録費 ￥3,000

予定

参加募集（WEB）

大交流会費 ￥5,000

男鹿半島・大潟ジオパーク

検索

26

10
27

10
27

●分科会

日㈮

25 14：30 〜

10

月

基調講演

ほか

24

︻３日目︼

秋田県男鹿市北浦湯本字草木原21−2

10

日㈫〜 月 日㈮

男鹿市民文化会館
ホテルサンルーラル大潟
男鹿温泉郷

秋田県男鹿市船川港船川字
海岸通り2−14−2

25

︻２ 日 目︼
月 日㈭

場

10

月

会

︻１ 日 目︼
月 日㈬

25 〜27

24
日㈫

10

10
月

程

あしたへ 〜日本のジオパーク！東北から発信！〜
︻前 日︼

日

テーマ

タイムテーブル

ジオパーク
関係者の
皆様

13:30−15:30 JGN事前相談会
15:30−18:30 JGN 運営会議
9:00−12:00
10:30−12:00
13:30−14:30
14:30−15:20
15:30−16:00
16:00−17:15

サイトを学ぼう！楽しもう
（有料）
JGN 事務局長会議
小中高大学生を対象とした
開会セレモニー
ポスターセッションも開催！
基調講演
ポスターセッション コアタイム
男鹿市民文化会館
パネルディスカッション

11:00−17:30 ポスターセッションブース展示
11:00−17:30 ブース展示
11:00−17:30 ジオの恵み物産展
18:30−20:30 大交流会

ホテルサンルーラル大潟

9:00−12:00 分科会

ホテルサンルーラル大潟
男鹿温泉郷各ホテルほか

9:00−15:30 ポスターセッションブース展示
9:00−15:30 ブース展示
13:45−15:00 閉会セレモニー

男鹿市民文化会館

エクスカーション
（ジオツアー）
15:00 受付開始／15:30 ツアー出発

男鹿市民文化会館 出発

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16:00／ＪＲ秋田駅 16:30
※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
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
【運営：ジオサービス株式会社】
② 海の崖からサイトの保全を考える
【運営：保全WGwith三陸ジオパーク】
③ ジオパークにおける持続可能な社会のための教育―未来を担う子どもたちを育てるために―
【運営：教育WGwithゆざわジオパーク】
④ ガイド技術を考えるーインタープリテーションの視点からー
【運営：ガイドWGwith磐梯山ジオパーク】
⑤ ジオガイドの人材育成と団体運用について 【運営：ガイドWGwith栗駒山麓ジオパーク】
⑥ 新しいジオツアーブランドのコンセプトをつくろう！
【運営：ジオツアー商品化WGwith八峰白神ジオパーク】
⑦ 国際連携と相互発展ーA geopark takes you a new world!!ー
【運営：国際連携WGwith下北ジオパーク】
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
【林信太郎with鳥海山・飛島ジオパーク】
⑨ 人の暮らしとジオを考える―黒曜石で人と地球の活動をつなぐ―
【橋詰潤with男鹿半島・大潟ジオパーク】
⑩ ジオサイトを理科教育に活かす実践例を知る
【川村教一with男鹿半島・大潟ジオパーク】

★エクスカーション（ジオツアー）

Key Wrord
首長・会長
保
全

教

育

ガイドスキル
ガイド講習・運用
ツーリズム
国際連携
ジオストーリー
専 門 員
人・歴史
理科教育支援

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事業の一環で開催

エクスカーション（ジオツアー）

コ ー ス

参加費

① 大地の恵み食い倒れ！絶景拝み倒れ！〜五感で楽しむ半島と干拓地〜

男鹿半島・大潟 23,500円

③ Let s冒険 ボルケーノ！〜歩いて比べる東北唯一のマール〜

男鹿半島・大潟 28,000円

⑤ 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〜

男鹿半島・大潟 27,000円

⑦ 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〜

ゆざわ

22,000円

鳥海山・飛島

23,000円

② 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〜

Oﬃcial
Website

男鹿市民文化会館

④ 滝＆奇岩クルーズ！〜太古の大地へタイムスリップ〜

⑥ 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〜
⑧ 白神の神秘を巡る！〜白瀑神社と十二湖めぐり〜

⑨ SAKE（鮭・酒）で感じる鳥海山！〜火山が生み出す水と恵み〜

男鹿半島・大潟 25,000円

男鹿半島・大潟 24,000円

男鹿半島・大潟 27,500円
八峰白神

23,500円

