
発表者氏名 ジオパーク地域名など

石川 徹 霧島

阿久沢小夜里 ほか とかち鹿追

向井正幸 上川中部

山本　俊夫 ほか 阿蘇

西　涼太 三好

中山　瀬那 ほか 島根半島・宍道湖中海

菊池　恵理 栗駒山麓

堀内　悠 ほか おおいた姫島

鶴田聖子 ほか 讃岐ジオパーク構想推進準備委員会

小西　智香子 南紀熊野

大谷　理紗 ほか 山陰海岸

高場智博 ほか 五島列島（下五島エリア）

後藤　健一 室戸・国立室戸青少年自然の家

G-12
五島列島（下五島エリア）ジオパークにおける教育実践と変遷

大地誕生の最前線で自然の恵みを学ぶ　～ジオパークを探求するプログラム開発～

G-10
串本町の取組事例～職員講座・小学生とのジオサイト保全活動～

G-11
玄武洞の魅力と地質学的価値

G-13

G-08
ジオパークネットワークを活用した中学生のオンライン学習

G-09
讃岐ジオパーク構想の実現に向けてのジオガイドの養成と育成

G-06 SDGs意識の醸成に向けた島根大学ジオパーク学プログラムと学生組織
（SDGS：島根大学ジオパークサポーター）の構築

G-07
子ども地球探検隊～３つの地球の恵みでつなぐ風土と食べ物～（実践報告）

《発表テーマ》 　②学ぶ

G-04
夏目漱石と阿蘇ジオパーク

G-05
三好ジオパーク構想のジオパーク学習に関する取組み～継続した地域学習に向けて～

G-02
とかち鹿追ジオパークにおける登山道とナキウサギ生息地の保全活動

G-03
神居古潭ストーンサークル遺跡保全事業

第１２回日本ジオパーク全国大会白山手取川大会
ポスター発表（一般の部） 発表内容一覧

ポスター
番号 発表タイトル

《発表テーマ》 ①守る

G-01
霧島ジオパークにおけるサイト等の更新について：成果と課題

発表者のみなさまにご提出いただいた要旨を元に、下記のとおり発表内容を承りました。
掲示会場は「千代女の里俳句館（〒924-0885　石川県白山市殿町310番地）」です。掲示場
所の割り振りは別添「ポスター発表（一般の部）掲示場所」をご覧ください。

※記載方法
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楢崎　知行 Mine秋吉台

山本隆太 ほか JGN運営会議教育ワーキンググループ

中村　有吾 十勝岳

松村　愉文 白滝

大江　晃司 南紀熊野

関谷友彦 ほか 下仁田

阿部 晋之介 十勝岳

芝崎浩子 南紀熊野

金森晶作 ほか とかち鹿追

古河尚訓 ほか 白山手取川ジオパーク

遠山　昂 阿蘇

辻　修次 ほか 伊豆半島

濵田　真実 ほか 島根半島・宍道湖中海

堅田智也 ほか 立山黒部

山西敏広 ほか 三好

宮前　拓朗 ほか 秩父

飯田義彦 筑波大学

加藤聡美 ほか アポイ岳

白山手取川ジオパークと白山ユネスコエコパークの連携による大学院教育の実践

環境整備を通した地域内活動の繋がり

G-29

G-30

G-31

G-27

G-28

G-21

G-22

G-25

G-26

体験活動をとおしたジオパーク学習の展望について

G-23

《発表テーマ》 　③繋がり

ツナグデンシャ—伊豆半島における ＳＤＧｓ の 可視化と　協働創出 の装置としての移
動式ギャラリーについて

海の魅⼒×⼭の魅⼒〜島根半島・宍道湖中海ジオパークにおける⽚江地域の取り組み〜

立山黒部ジオパーク協会 × 富山県自然保護協会　合同写真展

白山手取川ジオパーク学習支援員の活動

G-24

フィンランドのジオパークとの協働・交流事業

「大雪の森ジオマップ」の作成と活用

地元小学生が作った面白楽しいジオサイトパンフ＆カ―ド ～南紀熊野ジオパークにお
ける古座川町立高池小学校との活動例～

とかち鹿追ジオパークにおける気候変動に対してのモニタリング

G-20

地域団体と連携した新たなジオツアーの造成

私たちの作る小冊子…その狙いと内容

《発表テーマ》 　②学ぶ

教育ワーキンググループの課題と取り組み

十勝岳ジオパークの教育事業

国際黒曜石会議（IOC Engaru 2023）について

地域にまつわる民話 絵本 の教材 作成 ｢南紀熊野の民話 橋杭岩の立岩伝説 鯛島と
河内島｣

G-15

G-16

G-17

G-18

G-19
下仁田まるごとジオパーク

G-14
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中谷　麻美 ほか 洞爺湖有珠山

伊東　聰 ほか 伊豆半島

坂本貴啓 ほか 白山手取川

町 澄秋 恐竜渓谷ふくい勝山

吉田圭志 ほか 喜界島

仲野 浩平 苗場山麓

松原 誠 ほか 防災科学技術研究所、日本地震学会

田中　誠也 下北

本多力斗 浅間山北麓

酒井満 ほか 土佐清水

國枝孝行 ほか 十勝岳

篠原五良 讃岐ジオパーク構想推進準備委員会

伊藤幸子 ほか 南紀熊野

郡山　鈴夏 糸魚川

考古学からみた、天明３(1784)年の浅間山噴火における鎌原村と吾妻川流域の被害
について

土佐清水ジオパークにおける災害伝承を活用した防災学習の実践事例

G-41

G-42

《発表テーマ》 　⑦お酒

糸魚川五蔵　〜酒どころ新潟のなかでも５つの酒蔵を持つジオパーク〜
G-46

泥流今昔物語～先人たちの勇気とたゆまぬ努力の軌跡をたどり現在へ～

《発表テーマ》 　⑥動物・植物

人・ジオ・アサギマダラが地域を紡ぐ

本州最南端・潮岬草地の植物
G-45

G-43

G-44

G-39

G-40

G-32

G-33

G-34

G-35

G-36

G-37

《発表テーマ》 　⑤災害

恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークにおける2022年8月4日豪雨の爪痕

見慣れた風景から想定される災害を伝える取組

ジオパークにおける「エムリバージオモデル」の活用-下北ジオパークと栗駒山麓ジオ
パークにおける活用事例-

防災科学技術研究所、日本地震学会のジオパークへの取り組み
G-38

《発表テーマ》 　④マーケティング

苗場山麓における過去の災害遺構について

旅行形態の変化に合わせた周遊イベント「スマホdeスタンプラリー」の実施

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」阿野全成　ジオサイト・フィールド研究による「物語」の発見
と地域連携・振興

ダムカレーで試行する水源地振興－白峰地域での手取川ダムカレーの開発－
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荒井　康輔 ほか 三笠

仲江孝丸 南紀熊野

沖田広希 ほか 日本国内の全ジオパーク、特にユネスコ世界ジオパーク

宮前　拓朗 ほか 秩父

井川愛理 ほか 筑波大学大学院

長船裕紀 鳥海山・飛島

臼井里佳 伊豆大島

G-48

G-49

G-50

G-51

G-52

G-53
ジオガイドのさらなる充実をめざして！その2

「秩父ふしぎ発見!!」番組公開＆公式ガイドブック発売よもやま話

全国のジオパークにおける拠点施設の現状把握のための試⾏的分析

炎上転じて福となす!? アメリカザリガニ放流によるSNS炎上をきっかけとしたジオパーク
理念の地域理解深化にむけて

歌でジオパークを繋ぐ

ユース世代のユネスコ世界ジオパークへの参画促進に向けて

《発表テーマ》 　⑧その他

三笠ジオパーク DX 化の取り組み
G-47
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