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1．はじめに 

2015 年 9 月現在，日本には 39 地域の日本ジオ

パークがあり、そのうち 8 地域が世界ジオパーク

に認定されている． 

本校が位置する兵庫県の日本海側は世界ジオ

パークに認定されており（山陰海岸ジオパーク），

その貴重な地質・地形遺産を教育に活用すること

は生徒の身近な自然に対する理解を深め，郷土愛

を育むためにとても有用であるといえる． 

近年，ジオパーク域内に位置する中学校や高等

学校においては，その利点を活かしてジオパーク

学習が充実しつつある 1～4）．しかし，ジオパーク

から離れた地域における体系的なジオパーク学

習の事例は見受けられない． 

そこで，本研究では，ジオパーク地域から離れ

た学校においても活用できる汎用性の高いジオ

パーク教育旅行の開発・実現に向けた予備調査・

研究を行うこととした． 

汎用性の高いジオパーク教育旅行の開発は，世

界ジオパークや日本ジオパークに認定されてい

る地域すべてにとって有用であり，他地域に対す

るモデルとなりうる．そして，ひいては今後のジ

オパーク教育の発展のきっかけとなるとも考え

られる． 

 

2．方法 

（１）研究主体 

汎用性の高いジオパーク教育旅行の開発にあ

たり，本校 4 年次（高校 1 年生相当）における総

合的学習の時間を利用することとした．これは，

ジオパーク教育旅行の実際の主体者となる生徒

自身の考えや希望を中心に教育旅行を開発する

ことを意図したためである． 

そして，山陰海岸ジオパーク推進協議会（以下，

推進協議会）と連携し，山陰海岸ジオパークのジ

オパーク教育開発のモデル校として認定を受け

ることで協議会と協力しながら教育旅行を開発

することとした．これは，教育旅行の開発におい

て，山陰海岸ジオパークの窓口である推進協議会

が目指す教育目的に合致することが重要である

と考えたためである． 

（２）研究実施時期 

 2014 年 4 月から 2016 年 2 月までとした． 

 

3．結果 

（１）ジオパーク教育旅行の目的とねらい 

有意義なジオパーク教育旅行を開発するため

には，その目的とねらいを明確化することが重要

写真 
 



である．そこで，まず教育旅行の開発に先立ち，

生徒と推進協議会による協議の場を持ち，教育旅

行の目的とねらいを検討した．その結果，以下の

3 点を教育旅行の目的とねらいとすることとした． 

○ジオパークを活用した教育旅行の目的 

① 山陰海岸ジオパークの各ジオサイトの特徴

を学ぶとともに、地質・地形と人間生活の関

連を学ぶ。 

② 山陰海岸ジオパーク推進協議会が作成した

散策モデルコースを活用し、各ジオサイトを

めぐりながら、地学基礎で学んだ事物・事象

を実際に見学することで、地学的に探求する

能力と態度を育てる。 

③ 自分たちが住んでいる地域の地形の成り立

ちと人々の生活・歴史・文化を山陰海岸ジオ

パークと比較することで、自分たちの住んで

いる地域を再発見し、地域に誇りを持つこと

ができる人間性を醸成する。 

○教育旅行のねらい 

① 生徒が主体となって教育旅行を企画、運営す

る事で、物事を探求する力、渉外能力、生活

態度や社会性を育む。 

② 班別自主行動を取り入れることによって、生

徒どうしが協力して物事に取り組む素地を

育成する。 

③ 卒業研究も視野に入れた個人の研究課題を

設定し，教育旅行実施前後の学習・探究を深

める。 

（２）教育旅行の一例 

 以下に，上記目的とねらいを達成しうる教育旅

行案の一例を示す． 

①宿泊場所 

山陰海岸ジオパーク内の民宿に男女別に分泊(生

徒の負担が多ければ、地域外の宿泊施設を活用) 

②費用(生徒負担額) 

１人あたり１０，０００円～１５，０００円 

③教育旅行の企画・運営実施体制 

(ア) ジオパーク教育旅行実行委員会を設置し，生

徒が主体的に教育旅行に取り組む。 

(イ) 実行委員会の生徒が中心となって様々な教

育プログラムを企画、運営を行う。 

(ウ) 学年の教員に加え，理科や社会科の教員にも

協力を依頼し，ジオパークの自然・人文科学

に関する学習を深める。 

 

（３）ジオパークを活用した教育旅行プログラム

の学習指導計画概要 

 ジオパーク教育旅行を単発のイベントとして

ではなく，継続的なジオパーク学習の一貫として

位置づけ，総合的学習を利用した場合を想定した

年間学習カリキュラム案を作成した． 

 

生徒が主役の教育旅行の企画・運営実施体制(案)

リーダー

A B C

グループリーダー会議
【リーダー会議の裁量】
・学習するジオサイトの決定
・ジオガイドとの日程調整等
・宿泊/交通手段等の相談・依頼
・オプショナル行事(イベント、交流事業等)の企画・運営実施

支援 指導

グループ人数5～6名程度

教員

(各学校の

運営方針を
反映)相談

助言者

(ジオサイト

等の紹介、
案内等) 連携

相談

連携

山陰海岸ジオパーク内での教育旅行の実施

山陰海岸
ジオパーク
推進協議会

支援

リーダー リーダー

 

過程 時間数

①ジオパークを活用した教育旅行の実行委員会(グループリーダー会議)委員の選出

　・５クラスから１～２名程度

５～１０時間 ②グループリーダー会議(必要に応じて)

　・教育旅行プログラムの基本原案の作成、日程調整、交通手段、宿泊施設等の選定

　と必要経費等の算出等を検討・調整

　・ジオパーク学習を行おうとするジオサイトのリストアップ

　・オプショナル行事(交流・イベント)の企画運営

５時間 ③グループリーダー会議メンバーと各団体との打合せ、調整

　・山陰海岸ジオパーク推進協議会

　・兵庫○○大学、○○高等学校、鳥取○○大学等との意見調整

　・各方面観光協会

　・旅行会社

　・各地域にあるガイド団体

８時間 ④グループリーダーと教員による教育旅行の下見実施

　・各団体との意見調整

　・問題点、課題を抽出、それらの対策を検討

２時間 ⑤グループリーダーによるジオパークを活用した教育旅行のプレゼンテーション

　・全校生徒、職員対象

⑥１学生生徒１５０名の班分けを実施

　・コースごとにグループ分け、１グループを5～10人(男女混合)に別れ、学年で約30

　グループを作成。

２時間

⑧各班の学習コース選択及び調整

２時間 ⑨グループリーダーによる教育旅行実施前直前ガイダンス

⑩教育旅行の実施

<○月○○日(○)：1日目>

　7:30　神戸大学附属中等学校集合

　7:40　グループごとに点呼、報告

　7:45　学校長挨拶

　7:50　教育旅行における注意事項

　8:00　バス乗車、学校出発

【汎用教育旅行モデルコース】 【○○高校との交流(オプション)】 【○○大学との交流(オプション)】

　9:00　安富PA休憩 　9:00　西紀SA到着 　9:00　安富PA休憩

11:00　渚交流館 10:30　○○高校到着 10:30　鳥取○○大学到着

　　　　　・マリンアクティビティ 11:00　学内紹介、オリエンテーリング 11:00　学内紹介、オリエンテーリング

　　　　　　(スノーケル、カヌー等) 12:00　学校内で弁当 12:00　学生食堂で昼食

　　　　　・昼は弁当で、各自が随時 13:00　○○高校との交流事業 13:00　大学での講義受講

　　　　　　にとる 　　　　　・ジオパーク関連授業 　　　　　・○○先生

　　　　　・グループごとで体験 　　　　　・生徒との交流 　　　　　・ジオパーク関連授業

　　　　　・ガイドが指導できる人数 14:00　豊岡市内のまち歩き

　　　　　によって、交代で体験活動 　　　　　・生徒によるまち紹介

指導上の留意点学習活動

・教育旅行で必要となる
事項について、ポイントを
押さえ、生徒に説明

・教育旅行の基本プログ
ラムを設定後、各役割ご
とに、生徒が責任を持っ
て各団体と意見調整を
行うよう指導する。

・教育旅行が実施できる
かどうかの検討。内容等
の変更

・まるごと体感マップ、マ
ンガで見る山陰海岸ジオ
パーク等の教材を使用

展
開

・京都府北部コースも作
成可能

14:00　大学生との交流事業

　　　　　・体験談、学生生活等

導
入

⑦山陰海岸ジオパーク推進協議会、兵庫○○大学、鳥取○○大学などから外部講師を招き、ジ
オパークに関する出前講義の実施

 



 

（４）研究成果発表 

 開発した教育旅行案について，専門家から意

見をもらい，より良い案に改善するために，日

本地理学会等を利用して学会発表を行った．以

下に，発表に用いたポスターの一例を示す．

2015 年 9 月に実施された第 4 回アジア太平洋

ジオパークネットワークシンポジウム

（APGN2015）では，海外のジオパークの専門

家に対して，英語を用いて成果の発表を行い，

多くの意見・アドバイスをもらうことができた． 

過程 時間数

【汎用教育旅行モデルコース】 【○○高校との交流(オプション)】 【○○との交流(オプション)】

　　　　15:00　山陰海岸学習館 15:30　コウノトリ郷公園到着 15:30　吉岡温泉到着

<○月○○日(○)：２日目>

５～１０時間

２時間

　　　　　・コウノトリの保護運動の

　　　　　　実態を現地で学ぶ。

　　　　・学芸員からのジオパーク

　　　　　や海の生物等の説明

　17:00　各宿舎到着
　18:00　夕食
　19:00　班別ミーティング
　　　　　　・翌日の散策コースのルートの確認
　　　　　　・本日の各コースでの問題点、感想をディスカッション
　21:00　グループリーダー会議(各班員は、入浴・自由行動等)
　22:00　就寝

　8:00　各宿舎スタート
　　　　　【散策MAPを活用したジオパークに関する学習の基本的コース】
　　　　　<Ⅰ、Ⅱとも最初に下記の行動の後、独自の活動を実施>
　　　　　　・散策MAPを基に地域の散策を行う。(13種類の散策MAPを選定)
　　　　　　・散策MAPに掲載の散策コースに沿って行動する。
　　　　　　・移動時間、施設、看板の整備状況などを散策しながら記録する。
　　　　　　・昼食は各自で、食堂等を利用してとる。(予約等を入れておくこと。)

　　　　　【散策MAPを活用したジオパークに関する学習（Ⅰ）】
　　　　　　・ガイド団体との連携事業
　　　　　　　①1班5名～10名程度
　　　　　　　②RPG(ロールプレイングゲーム)
　　　　　　　　謎解きゲーム　のような要素を取り入れる。
　　　　　　・散策MAPで、分からなかったジオサイトやMAPの表示についてメモする。
　　　　　　・散策MAPを活用してみて、使いにくい部分、MAPに追加すべきスポット、
　　　　　　掲載して欲しい地質的な解説などのMAPの改善点を見つける。
　
　　　　　【散策MAPを活用したジオパークに関する学習（Ⅱ）】
　　　　　　・各グループで、ジオサイトやジオパークと人の営みが感じられるような写真
　　　　　　を撮影。
　　　　　　・人物を撮影時には、事業の趣旨を説明し、了解が得られるように交渉を行
　　　　　　う。

・危険な箇所に立ち入ら
ないよう指導が必要

15:30　各ジオサイトからバス出発場所への移動
　　　　・鳥取砂丘　　・神鍋高原　　・新温泉町全但バスターミナル
18:00　神戸大学附属中等学校到着
18:10　学校長挨拶
18:15　解散

展
開

ま
と
め

⑪教育旅行を体験した際の感想を作成。（各生徒）

⑫散策MAPを活用したジオパークに関する学習のまとめを行う。
　
　【自分たちのまちの散策MAP作成】
　　・山陰海岸ジオパークで活用した散策MAPを基に、自分たちにわかりやすいMAP
　　づくりを行う。
　　・その後、自分たちに身近な六甲山を中心とした神戸周辺の散策MAPを独自に作
　　成する。
　　・山陰海岸ジオパークと神戸市内周辺の地形を比較・分析する視点でMAP作成。
　　・学校内でMAPの完成度を競い、表彰も実施。

　【ジオパーク校内フォトコンテスト】
　　・各グループが教育旅行中に撮影した写真を2枚提出。
　　・ジオサイトを撮影した地形・風景部門、ジオパークと人・営みが関連するような
　　写真や爆笑部門などを設定。
　　・学校内で最優秀・優秀賞を決定し、グループ単位で表彰
　　・優秀な作品は、山陰海岸ジオパークが実施している写真コンクールへの出品も
　　行う。

・自分たちの周りの地
形・地質が自分たちの生
活にどのように関係して
いるかを理解すること。

指導上の留意点学習活動

・地学、地理等の授業で
学んだ単元での視点を
参考に散策を実施

・各ジオサイトで、ガイド
団体とどのようなガイドを
実施してもらえるか調整
が必要

　　　　・大学生と吉岡温泉で合同

　　　　のフィールドワーク

 



 

4．まとめ 

 本研究では，山陰海岸ジオパーク推進協議会や

地元の大学，高等学校と連携して，ジオパークを

活用した教育旅行のモデルプランの開発を行っ

た． 

 実際に現地に足を運び，ジオパークの魅力や特

徴を学んだ上で，ジオパークから遠方の学校であ

っても利用できるプランニングを作成すること

ができた． 

 本プランでは，特にジオパークを見学するだけ

に留まらず，現地の大学・高等学校と高等学校と

交流活動を組み込んだ点が特徴となっている． 

 これは，現地の学生と交流することによって，

単なるジオパークから「友人のいるジオパーク」

に認識が変わり，その後の生活においてもジオパ

ーク地域を意識する機会が増えると考えたため

である． 

 本研究では，実際にプランを実行することがで

きなかった点が課題である．今後は，実際に本プ

ランを試行実施し，課題点を見出した上で，より

よいプランに修正していく必要がある． 
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