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1. 教育･普及活動一覧 

 

01 講演会・フォーラム・シンポジウム等 

開催日 内     容 参加者 

2010.12 講演「火山との共生～ジオパークの推進と地域の活性化」 
講師：杉本伸一氏（島原半島ＧＰ）、田鍋敏也氏（洞爺湖有珠山ＧＰ） 

20名 

2011.6.21 婦人会総会 ジオパーク講演「皆で作ろう、伊豆大島ジオパーク」 
講師：西谷香奈 

153名 

2012.1.21-22 観光・環境まちづくりとジオパークフォーラム 

内容：「ジオパークを楽しむ」「火山島伊豆大島 そのなりたち」、「伊豆大島は TOKYO のジオパー

ク」「伊豆大島 自然の恵みと低炭素社会」 

講師：渡辺真人氏（産総研）、川邉禎久氏（産総研）、矢島道子氏（地質学会理事）、早稲田卓爾

氏（東京大学）、大島治氏、西谷香奈（伊豆大島ＧＰ） 他 

80名 

2012.11.3 伊豆大島無人観測ロボットシンポジウム 

内容：「火山噴火で起きたこと、知りたいこと」、「災害対応ロボットの開発と課題」 

講師：川邉禎久氏（産総研）、小柳栄次氏（千葉工業大） 

20名 

2013.1.26 南三陸町津波体験講演会 （※ジオパーク研究会第 5回月例企画） 

内容：講演「南三陸町津波から学ぶ地域の絆」、朗読「つなみのえほん」 

講師：後藤一麿氏（南三陸町語り部ガイド・宮城大学復興まちづくり推進委員）、福島京子氏 

約80名 

2013.3.9 シンポジウム 火山前線に生きる－伊豆大島の噴火史、地域史、そして科
学史 

内容：「1950年、86年大島噴火の人々の記憶と記録」「伊豆大島をめぐる地球科学史」 

講師：矢島道子氏 他 

約45名 

2013.11.17 土砂災害 第 1 回伊豆大島住民セミナー 

内容：台風第 26号による土砂災害～「分かっていたこと」「分かったこと」「分からないこと」 

講師：森田裕一氏、中田節也氏（東大地震研）、川邉禎久氏（産総研）、千葉達朗氏（アジア航測

株式会社）、中川和之氏（時事通信） 

約165名 

2013.12.4-5 「伊豆大島火山の専門家から、最新の知識を学ぼう！」 （※ＯＮＣ主催） 
内容：1日目講義，2日目フィールド（御神火スカイライン） 

講師：川邉禎久氏（産総研） 

34名 

15名 

2013.12.7 土砂災害 住民説明会 

内容：「伊豆大島における土砂災害の地域的な特徴」「土砂災害に対して気象庁が発表する情

報」「土砂災害の現地調査結果」 

講師：加治屋秋実氏（気象庁伊豆大島火山防災事務所長）、板井秀泰氏（気象庁予報部予報課

気象防災推進室防災気象官）、新出祥文氏（気象庁東京管区気象台総務部業務課防災調

整官）、岡本敦氏（国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課地震・火山砂防室

長） 

370名 

2013.12.15 土砂災害 その発生原因 今後の防災について 

講師：土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会 

約20名 

2014.2.10 ジオパークフォーラム 魅力ある観光地の再建へ向けて 

内容：「雲仙普賢岳のジオツーリズムと復興ツーリズム」「土砂災害後のガイドとお客様－遊覧馬

車事業の試験運用報告をかねて」 

講師：杉本伸一氏（島原半島ＧＰ）、西谷香奈、三宅里奈（伊豆大島ＧＰ）、菊地俊夫氏（首都大

学・ＪＧＣ委員）、中川和之氏（時事通信社・ＪＧＣ委員） 

40名 

2014.2.14 この島で生きるためにジオパークと防災 in 三宅島 

講師：中川和之氏（時事通信・ＪＧＣ委員）、三宅里奈、西谷香奈、中林利郎（伊豆大島ＧＰ） 

不明 

2014.2.17 平成 25 年度富士箱根伊豆国立公園伊豆諸島地域 

伊豆大島ジオパークと連携した地域資源の保全活用推進業務 

「考えてみよう！大島を案内する方法」 
内容：プロのネイチャーガイドによるバーチャルジオツアー 

講師：伊藤延廣氏（磐梯山ＧＰ・裏磐梯エコツーリズム協会会長）、小川祐司氏（洞爺湖有珠山Ｇ

Ｐ・洞爺ガイドセンター代表） 

約30名 
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2014.2.19 この島で生きるために ― ジオパークと防災 in 大島 

内容：「災害を通して何を語るのか」 

講師：実吉義正氏（陸前高田、三陸ＧＰ）、佐藤悦郎氏（大船渡、三陸ＧＰ）、穴原奈都氏（三宅

島）、中川和之氏（時事通信・ＪＧＣ委員） 

47名 

2014.3.9 首都大学東京 台風 26 号土砂災害現地報告会 

内容：「表層崩壊の発生と素因としての地形・地質に関する調査報告」、「表層崩壊域の上部斜面

の植生および土壌の調査報告」 

講師：鈴木毅彦氏（都市環境学部地理環境コース教授）、渡邊眞紀子氏（都市環境学部地理環境

コース教授） 

約70名 

2014.5.24 4 学会合同調査団および文部科学省科学研究費による現地説明会 約20名 

2014.5.24 土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会 4 学会合同
及び文部科学省科学研究費調査団合同 

「大島 26 号台風被災調査・研究第 2 回現地発表会」 
内容：「崩壊のメカニズム」、「流木災害」、「土砂災害・砂防」、「次の災害に備えてソフト対策でで

きること」、「文部科学省科学研究費による調査の中間報告」 

講師：後藤聡氏（山梨大学）、清水義彦氏（群馬大学）、江頭進治氏（土木研究所）、畑山満則氏

（京都大学防災研究所）、東畑郁生氏（東京大学） 

108名 

2014.6.29 公開講座：早大生が提案する「大島元町復興計画」の現代的更新 

（※ジオパーク研究会第 17 回月例企画） 
講師：田熊隆樹氏、瀬尾憲司氏、中村紗綾氏（早稲田大学大学院創造理工学研究科）、中谷礼

仁氏（早稲田大学大学院創造理工学研究科教授）、木下剛氏（千葉大学大学院園芸学研

究科准教授） 

50名 

2014.7.12 「伊豆大島の噴火史と土砂災害」講演会 

内容：「伊豆大島の噴火史と土砂災害～火山島の自然との向かい合い方を考える。」 

講師：小山真人氏（静岡大学教授） 

32名 

2014.7.12 「伊豆大島の噴火史と土砂災害」現地説明会 

講師：小山真人氏（静岡大学教授） 

17名 

 

 

土砂災害 第 1 回伊豆大島住民セミナー 

2013.11.17 

 

土砂災害 住民説明会 

2013.12.7 

 

この島で生きるために ― ジオパークと防災 in 大島 

2014.2.19 

4 学会合同 調査報告会 

2014.5.24 
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02 学習会・講座等 

開催日 内     容 参加者 

2010.10 大島バス フィールド学習会 

ガイド：西谷香奈 

8名 

2010.10 大島支庁産業課 フィールド学習会 

ガイド：西谷香奈 

8名 

2010.10 地域防災連絡会 8 地域において「ジオパークについて」 
講師：加治屋秋実、白井岩仁、野村昌宏 

約350名 

2010.12.2 気象庁火山解説業務研修「ジオパ－クと火山防災」 
講師：加治屋秋実 

8名 

2011.1.23 山頂ジオパーク展勉強会 

アドバイザー：矢島道子氏 

16名 

2011.4 ガイド勉強会（２日間フィールド・夜講義）ネイチャーガイド自主運営 

講師：小泉武栄氏（ＪＧＣ委員、東京学芸大学特任教授） 、中川和之氏（時事通信社・ＪＧＣ委員） 

約20名 

2011.7.8 気象庁火山防災業務研修 「ジオパ－クと火山防災」 
講師：加治屋秋実 

15名 

2011.10.11 婦人会フィールド学習会 

ガイド：西谷香奈、嶋田幸子 

16名 

2011.11.13 島民説明会 「伊豆大島ジオパーク概要」 
加治屋秋実、白井岩仁、山田三正、西谷香奈 

11名 

2011.12.6 大島町婦人会防災講座 「ジオパークと防災」 
講師：加治屋秋実 

50名 

2011.12.7 大島町校長会防災講座 「ジオパークと防災」 
講師：加治屋秋実 

15名 

2012.1.30 気象庁全国火山防災官研修 「ジオパ－クと火山防災」 
講師：加治屋秋実 

33名 

2013.1.23 タクシー・バスドライバー ジオパーク勉強会（パンフレットをもとに情報交換） 
佐藤、中林利郎、西谷香奈 

13名 

2012.3.12 

 

新日本婦人の会「伊豆大島ジオパーク」講習 

講師：西谷香奈 

16名 

2012.3 海洋深層水学会「ジオパークにおける海洋深層水利用の先進地事例」 
講師：白井岩仁 

不明 

2013.4.18 島の食材を使った交流イベント「皆の夕べ」でジオパーク講演 

講師：西谷香奈 

約30名 

2013.5.28 こども家庭支援センター防災講座 「ジオパークと防災」 
講師：加治屋秋実 

18名 

2013.12.1 教員対象の岡田地区史跡見学会にジオパーク推進委員として参加 

佐藤健治、中林利郎、西谷香奈 

不明 

2014.2.10 大島町職員研修 「自治体職員が語る災害と復興」 
講師：杉本伸一氏（三陸ジオパーク推進協議会） 

不明 

2014.6.20 馬車事業ジオツアー勉強会（サンセットパームライン、フィールド学習） 
講師：川邉禎久氏 

7名 
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03 ジオパーク研究会活動 

開催日 内     容 参加者 

2012.7.1 研究会発足 ― 

2012.9.9 第 1 回月例企画 「三原山 野外研修」 
講師：中林利郎 

20名 

2012.10.20 第 2 回月例企画 「西部・南部地域 野外研修 」 
講師：中林利郎 

15名 

2012.11.18 第 3 回月例企画 「砂の浜、千波崎 野外研修」 
講師：成瀬裕昭氏（ジオと動植物 自然愛好会） 

15名 

2012.12.4 第 4 回月例企画 「火山博物館を探検しよう」 
講師：西谷香奈 

22名 

2013.1.26 第 5 回月例企画 「南三陸津波体験講演会」 ※公開講座 （再掲） 

講師：後藤一麿氏（南三陸町語り部ガイド・宮城大学復興まちづくり推進委員）、福島京子氏 

約80名 

2013.2.3 第 6 回月例企画 「椿学習会 野外研修」 
講師：中林利郎 

15名 

2013.3.14 第 7回月例企画 「南三陸町津波体験から学ぶ、大島町のこれからの街づくり」 
講師：磯村裕行氏（ジオパーク研究会） 

18名 

2013.4.16 第 8 回月例企画 「南海トラフ巨大地震と津波」 ※公開講座 

講師：加治屋秋実氏（気象庁） 

38名 

2013.5.14 第 9 回月例企画 「ジオとナショナルのパーク兄弟」 ※公開講座 

講師：三宅里奈氏（環境省） 

約30名 

2013.6.8 第 10 回月例企画 「泉津海岸遊歩道」 
講師：中林利郎、田附克弘氏（ジオパーク研究会） 

23名 

2013.7.9 第 11 回月例企画 「伊豆大島の火山活動－噴火は近いか」 ※公開講座 

講師：加治屋秋実氏（気象庁）、山里平氏（気象庁火山課長） 

32名 

2013.9.11 第 12 回月例企画 朗読劇 「大島水物語」、「昔の水事情」 ※公開講座 

講師：4 班、坂本靖子氏、白井嘉則氏 

会員18名 

一般8名 

2014.1.15 第 13 回月例企画 「平成 25 年台風第 26 号による土砂災害を考える」 
講師：加治屋秋実氏（気象庁） 

会員22名 

一般19名 

2014.3.24 第 14 回月例企画 「伊豆大島 海のジオ」 
講師：小川修作 

会員15名 

一般1名 

2014.4.12 第 15 回月例企画 「Ｂ１・Ｂ２割れ目火口から裏砂漠巡り 野外研修」 
講師：中林利郎、田附克弘氏（ジオパーク研究会） 

会員22名 

一般19名 

2014.5.13 第 16 回月例企画 「先人の知恵と体験に学ぶ」 ※公開講座 

講師：宇山正泰氏、白石良栄氏 

会員20名 

一般10名 

2014.6.29 第 17 回月例企画 

「早大生が提案する『大島元町復興計画』の現代的更新」 ※公開講座 （再掲） 

講師：田熊隆樹氏、瀬尾憲司氏、中村紗綾氏（早稲田大学大学院創造理工学研究科）、中谷礼

仁氏（早稲田大学教授）、木下剛氏（千葉大学准教授） 

会員12名 

一般38名 

2014.8.26 第 18 回月例企画 「伊豆大島における台風災害の地域的特徴」 ※公開講座 

講師：加治屋秋実氏（気象庁） 

会員16名 

一般31名 

2014.10.8 第 19 回月例企画 「災害ボランティアを語ろう」 
講師：小林氏（社会福祉協議会） 

15名 

 

 

第 11 回月例企画 

「伊豆大島の火山活動
－噴火は近いか」 
2013.7.9 

 

第 18 回月例企画 

「伊豆大島における台
風災害の地域的特徴」 
2014.8.26 
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04 合同火山調査観測 17 回、計 89 名（うちジオパ－ク関係者 38 名） 

期 間 実 施 回 数 参加者 

2012. 4-2012.9 4 回実施 13名 

2012.10-2013.9 7 回実施 43名 

2013.10-2014.9 6 回実施 33名 

 

 

  

  

合同火山調査観測の様子 
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05 地元学校教育・子ども・教員対象学習会等 

開催日 内     容 参加者 

2010.9.28 大島町教員対象ジオパーク説明会 

講師：矢島道子氏 

60名 

2010.10 大島町立つばき小学校遠足 ジオパーク説明 （5・6 年生対象） 
ガイド：鴻池友江、西谷香奈  

70名 

2011.1.29 小学校道徳授業地区公開講座 （児童、教員、保護者対象） 
さくら小学校『子ども達に伝えたい伊豆大島の自然とジオパーク』 
講師：西谷香奈 

15名 

2011.4 中学校職業講話 （1・2 年生、教員対象） 
講師：白井岩仁、西谷香奈 

42名 

2011.4 都立大島高校 ジオパーク説明会 （教員、地域住民対象） 30名 

2011.7．19 都立大島高校講演 （1～3 年生、教員対象）『伊豆大島ジオパーク』 
講師：西谷香奈 

156名 

2011.6 講演およびフィールド学習会 （小中学校教員対象） 30名 

2011.10.4 大島町立さくら小学校 体験授業 （6 年生対象） 10名 

2011.10.27 大島町立さくら小学校 校外学習 （5・6 年生対象） 40名 

2011.10 大島町立さくら小学校（火山博物館学習） 「ジオサイトと防災」 
ガイド：中林利郎 

18名 

2011.10 大島町立つつじ小学校（火山博物館学習） 「ジオサイトと防災」 
ガイド：中林利郎 

20名 

2011.10.20 大島町立つばき小学校（火山博物館学習） 「ジオサイトと防災（三原山）」 
ガイド：佐藤健治、西谷香奈 

66名 

2011.11.1 大島町立第一中学校 「火山の歴史・しくみ、噴火予知、防災を知る（三原
山）」 
ガイド：西谷香奈、磯村裕行（ジオパーク研究会） 

38名 

2011.11.22 大島町立第三中学校 「火山の歴史・しくみ、噴火予知、防災を知る」 
ガイド：佐藤健治、嶋田幸子 

22名 

2011.12 大島町立第二中学校 「火山の歴史・しくみ、噴火予知、防災を知る」 
ガイド：西谷香奈、磯村裕行 

22名 

2011.12.4 大島町立第一中学校親子レクリエーション （2 年生対象） 
クイズをしながら温泉ホテル～裏砂漠までジオツアー 

ガイド：西谷香奈、柳場潔（ジオパーク研究会） 

44名 

2012.10.11 大島町立さくら小学校（火山博物館学習）  
ガイド：長尾潤（気象庁）、加治屋秋実 

23名 

2012.10.25 大島町立つばき小学校 「生きている火山三原山の大自然に学ぶ」 
ガイド：西谷香奈、中林利郎、粕谷浩之氏（大島ネイチャーガイドクラブ）、白井嘉則氏（ジオパー

ク研究会） 

65名 

2012.11 国際海洋高校『海行き』授業 

講師：佐藤健治 

約150名 

2012.12.14 都立大島高校出前講座 「地震・津波・火山・ジオパーク」 
講師：加治屋秋実、宇平幸一（気象庁地震火山部長）、長尾潤（気象庁） 

160名 

2012.12.14 大島町立第三中学校 「南部ジオサイト学習」 
ガイド：佐藤健治、小川修作 

21名 

2013.1.24 大島町立つつじ小学校 「伊豆大島火山博物館学習」 
講師：長尾潤（気象庁）、加治屋秋実 

23名 

2013.1.25 大島町立さくら小学校「伊豆大島火山博物館学習」 
講師：長尾潤（気象庁）、加治屋秋実 

27名 

2013.1.31 大島町立第二中学校 「北部ジオサイト学習」 
ガイド：西谷香奈 

19名 
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2013.3.12 大島町立第一中学校 「中部ジオサイト学習」 
ガイド：中林利郎、西谷香奈 

27名 

2013.9.18 大島町立つつじ小学校 「伊豆大島火山博物館学習」 
講師：長尾潤（気象庁）、加治屋秋実 

20名 

2013.9.19 大島町立さくら小学校授業見学会 「三原山博士になろう」 
ジオ研、推進委員参加 

23名 

2013.11.18 大島町立つばき小学校 校外学習 

ガイド：中林利郎、嶋田幸子 

56名 

 

2014.1.25 大島町立さくら小学校授業見学会 「三原山博士になろう」 
ジオ研、推進委員参加 

27名 

2014.2.25 大島町立つつじ小学校 「伊豆大島火山博物館学習」 
講師：柳澤宏彰（気象庁）、加治屋秋実 

20名 

2014.3.9 平成 25 年度富士箱根伊豆国立公園伊豆諸島地域 

伊豆大島ジオパークと連携した地域資源の保全活用推進業務 

「知っておこう！ 大島のこと やってみよう！ 火山実験」 
講師：島内理科教員、大島支庁土木課、気象庁、三宅里奈氏（環境省）ほか 

親子15組 

2014.3.13 第一中学校 ジオパーク学習・元町エリア（長沢砂防ダム） 
ガイド：小川修作、西谷香奈 

33名 

2014.6.12 都立大島高校定時制 1 年生 校外学習 4名 

2014.9.12 大島町立つつじ小学校 「伊豆大島火山博物館学習」 （6 年生対象） 
講師：柳澤宏彰（気象庁）、山田三正 

9名 

2014.9 国際海洋高校『海行き』の授業で 

講師：佐藤健治 

約150名 

 

 

小学校道徳授業地区公開講座 さくら小学校 

『子ども達に伝えたい伊豆大島の自然とジオパーク』 
2011.1.29 

 

大島町立さくら小学校 

「伊豆大島火山博物館学習」（5・6 年生対象） 
2011.10.27 

 

大島町立第一中学校 

「火山の歴史・しくみ、噴火予知、防災を知る（三原山）」 
2011.11.1 

 

「知っておこう！ 大島のこと やってみよう！ 火山実験」
2014.3.9 
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06 島外学生対象学習会等 

開催日 内     容 参加者 

2011.3.4-6 首都大学東京主催社会人伊豆大島野外講座 

「島嶼と人と自然と公衆衛生」 
菅又昌実（首都大学東京教授）他 7 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

30名 

2012.3.6-9 首都大学東京学部生伊豆大島野外講座 

「自然（ジオパーク）と歴史と文学」 
ダニエル ロング（首都大学東京教授）他 12 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

29名 

2012.8.6-9 首都大学東京学部生伊豆大島野外講座 

「自然（ジオパークと植生）と歴史と文学」 
可知直毅（首都大学東京教授）他 9 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

35名 

201210.12-14 首都大学東京国際交流プログラム伊豆大島学外体験講座 

「自然（三原山）と文化と産業」 
高橋宏（首都大学東京理事長）他 9 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

30名 

2012.3.9-１1 首都大学東京伊豆大島野外講座 

「自然（ジオと椿）と文化」 
黒川信（首都大学東京准教授）他、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

17名 

2013.2.28-3.3 首都大学東京学部生伊豆大島野外講座 

「自然（ジオパーク）と歴史と文学」 
奥村次徳（首都大学東京副学長）他 11 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

31名 

2013.3.4-5 

 

首都大学東京主催社会人伊豆大島野外講座 

「自然（ジオパーク）と歴史と文学（椿）」 
黒川信（首都大学東京准教授）他 5 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

13名 

2013.11.29-31 首都大学東京学部生伊豆大島野外講座 

「自然災害（ボランティア体験学習と社会（産業）」 
黒川信（首都大学東京准教授）他 4 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

29名 

2013.8.5-8 首都大学東京学部生伊豆大島野外講座 

「自然と社会と文化」 
黒川信（首都大学東京准教授）他 7 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

32名 

2014.2.28-3.2 首都大学東京主催社会人伊豆大島野外講座 

「自然災害と文化（食・民俗）」 
黒川信（首都大学東京准教授）他 6 名  ガイド白井岩仁、中林利郎 

16名 

2014.3.7-9 首都大学東京主催社会人伊豆大島野外講座 

「自然災害と火山ジオパーク」 
鈴木毅彦（首都大学東京教授）他 7 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

22名 

2014.8.9-12 首都大学東京学部生伊豆大島野外講座 

「自然災害と復興町づくり」 
市古太郎（首都大学東京准教授）他 11 名、ガイド：白井岩仁、中林利郎 

35名 

 

  

島外学生が大島の自然・文化・歴史・社会を体験・体感する野外講座 



 

9 

07 観光 PR・その他イベント 

開催日 内     容 参加者 

2011.2.11-3.21 三原山山頂ジオパーク展 ONC、ジオパーク研究会  ※改修工事で 6 ヶ月休み 約2,000名 

2011.10-2012.5 三原山山頂ジオパーク展 ONC、ジオパーク研究会  ※東日本大震災 3,357名 

2012.10-2013.9 三原山山頂ジオパーク展 ONC、ジオパーク研究会 約5,700名 

2013.10-2014.9 三原山山頂ジオパーク展 ONC、ジオパーク研究会  ※台風災害で 1 ヶ月休み 3,115名 

2012.2.18-3.18 ジオアート展（郷土芸能館にて絵画展示） 白井岩仁、佐藤健治、岡田雅司 1,084名 

2012.12.10-11 伊豆大島ジオパークＤＶＤ制作 

社団法人大島観光協会、協力：佐藤健治、小川修作、柳場潔、西谷香奈 

不明 

2013.1.20 マッピングパーティ  白井岩仁、岡田雅司、佐藤健治、中林利郎、西谷香奈 不明 

2013.3.2 第 1 回伊豆大島ジオパーク ロゲイニング 2013 

白井岩仁、佐藤健治、岡田雅司、中林利郎 

約200名 

2013.3.2 東京アイランド『島グルメ美食の会』：ジオパークＰＲイベント 
（伊豆大島ジオパーク DVD 上映＆バーチャルジオツアー） 

西谷香奈 

30数名 

2014.1.18 スカイツリー・ソラマチ：観光馬車＆ジオパークＰＲイベント 
（伊豆大島ジオパーク DVD 上映＆バーチャルジオツアー） 

白井岩仁、西谷香奈 

多数 

2014.2.1～2 東京ビッグサイト・旅カレ：観光馬車＆ジオパークＰＲイベント 
（伊豆大島ジオパーク DVD 上映＆バーチャルジオツアー） 

白井岩仁、岡田雅司、西谷香奈 

多数 

2014.10.4 第 2 回伊豆大島ジオパーク ロゲイニング 2014 198名 

 

その他、「2011 年椿祭り」ＰＲチラシにジオパーク情報を掲載し、配布。 

 

 

三原山山頂ジオパーク展・開催のための勉強会 

2011.1.23 

 

三原山山頂ジオパーク展の様子 

 

 

東京ビッグサイト・旅カレ：観光馬車＆ジオパークＰＲイベント
2014.2.1-2.2 

 

第 2回伊豆大島ジオパーク ロゲイニング 

2014.10.4 
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08 調査・視察・取材対応 

開催日 内     容 対 応 参加者 

2010.10 日本政府観光局独立行政法人観光振興機構理事来島 野村昌宏 

加治屋秋実 

4名 

2011.1 千葉科学大学ジオパーク視察 野村昌宏 2名 

2011.3 東京大学大学院生論文作成 『ジオパークと観光産業』 野村昌宏 1名 

2011.3 筑波大学大学院生論文作成 『ジオパークと地域活性』 野村昌宏 

西谷香奈 

1名 

2011.5 東京都産業労働局長 三原山周辺ジオサイト視察 野村昌宏 6名 

2011.9 新島・神津島商工会ジオパーク視察 野村昌宏 

西谷香奈 

4名 

2011.10.10 「ロンリープラネット」取材協力 野村昌宏 

西谷香奈 

3名 

2011.11.4-6 小学館「BE-PAL」取材 野村昌宏 

西谷香奈 

3名 

2011.10.20 フリーペーパー『山歩みち』取材 西谷香奈 不明 

2011.11.16 東京ＭＸテレビ「噴火から 25 年」 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 15名 

2011.10.18 「るるぶ」取材協力 野村昌宏 

西谷香奈 

3名 

2012.1.28 EV車用プレス取材 野村昌宏 

西谷香奈 

10名 

2012.2 九州国際大学ジオパーク視察 野村昌宏 2名 

2012.2.2 日経新聞取材協力 野村昌宏 

西谷香奈 

1名 

2012.6.28 東京都、陸上自衛隊副師団長 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 10名 

2012.7.4 トラベルマート 
（都庁において旅行社多数に 10分間のプレゼン、合計 10 回程
度） 

白井岩仁 

西谷香奈 

多数 

2012.7.18 北佐久郡行政連絡協議会 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 12名 

2012.10.21 

～22 

YesTokyo（旅系旅行社 3社を招待してのジオツアー） 岡田雅司 

西谷香奈 

４名 

2012.10.27 島しょＰＴＡ連絡協議会合同研修会 野村昌宏 約40名 

2012.11.20 東京都港湾局 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 7名 

2013.2.7 多摩市議会議員 野村昌宏 5名 

2013.2.8～9 山陰海岸ジオパーク （先山徹氏、松原典考氏） 西谷香奈 2名 

2013.3.5 テレビ朝日「大人の山歩き」ロケ対応 西谷香奈 不明 

2013.4.23 オズマガジン取材対応 西谷香奈 2名 

2013.4.23 日本テレビ「ニュ－スエブリィ」火山防災 加治屋秋実 約20名 

2013.5.22 テレビ朝日「サンデースクランブル」火山防災 加治屋秋実 5名 

2013.7.1 東北大学 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 4名 

2013.9 国立台湾大学 「伊豆大島火山地質学習」 安田修 約20名 

2013.10.3 WEB旅行手配サービス旅コラム『旅の達人』取材対応 西谷香奈 2名 

2013.10.9 BS 日テレ『森人』ロケ対応 西谷香奈 不明 

2013.11.9-10 土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会
「平成 25 年 10 月台風 26 号による伊豆大島豪雨災害緊急調査
団の派遣」 

大島町 約20名 

2014.1.6-7 4 学会合同調査団（京都大学畑山氏、琉球大学神谷氏） 
聞き取り調査支援 

加治屋秋実 

西谷香奈 

中林利郎 

2名 
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2014.1.28 WEBマガジン「コラージュ」取材対応 西谷香奈 2名 

2014.3.17 カリフォルニア大学教授 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 1名 

2014.3.20-21 明治大学専門職大学院ガバナンス研究科（公共政策）青山ゼミ 
「平成 25 年台風 26 号被害状況調査及び島内視察」 

都大島支庁 

中林利郎 

35名 

2014.4.22 公明党 東京都議会議員・江戸川区議会議員視察団 

「平成 25 年台風 26 号伊豆大島土砂災害調査視察」 

都大島支庁 

中林利郎 

20名 

2014.5,17 ジャパン FM ネットワーク 「やじきたオンザロード」ロケ対応 西谷香奈  

2014.5.18 土木学会・地盤工学会・日本応用地質学会・日本地すべり学会 

4 学会合同及び文部科学省科学研究費調査団研究者等 

大島町 

船木健 

加治屋秋実 

西谷香奈 

中林利郎 

山田三正 

約50名 

2014.5.20-21 東京都議会総務委員会委員 

「平成 25 年台風 26 号伊豆大島被災復旧・復興視察」 

都大島支庁 

中林利郎 

約33名 

2014.5.28 大島町における住家被害認定調査業務等の視察研修視察団 都大島支庁 

中林利郎 

67名 

2014.6.7 「伊豆大島たんけんマップ」作成委員会調査隊  3名 

2014.7.2 新潟県糸魚川市議会 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 10名 

2014.7.26 伊豆大島タイムライン関係者  「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 5名 

2014.8.9-12 首都大学東京 学部生 伊豆大島野外講座 中林利郎 35名 

2014.8.18 宮崎県議会 「ジオパ－クと火山防災」 加治屋秋実 4名 

2014.9.5 るるぶ取材対応 西谷香奈 2名 

2014.9.19 建設コンサルタンツ協会 「伊豆大島現地見学」 船木健 45名 

2014.9.25 中能都町区長会 『土砂災害についての視察ツアー』 西谷香奈 41名 

2014.10.2-3 国立台湾大学 「伊豆大島火山地質学習」 船木健 16名 

2014.10.11 東京大学総合防災情報研究センター・田中淳氏 

人と防災未来センター・宇田川真之氏 

「平成 25 年台風 26 号時の住民への情報伝達、避災行政実態
調査」 

加治屋秋実 

金子義彦 

3名 

 

その他、取材協力：ランドネ、島もよう、東京新聞 朝日新聞、千葉テレビ、日本テレビなど多数 

 

 

 

テレビ朝日「サンデースクランブル」火山防災 

2013.5.22 

 

るるぶ取材対応 

2014.9.5 
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2. ジオツアー 一覧 

 

09 ジオツアー実施 

開催日 内     容 個人団体延べ人数 

2010.10-2011.9 地質調査協会 10 名、明星高校 1 年生修学旅行 60 名、千葉
市立八千代中学卒業旅行（6 月）240 名、TCA コミュニケー
ション科専門学校生 20 名、毎日新聞旅行 25 名、島ガール&

シティリビング共催ツアー15 名、駒沢高校理科研究会 8 名、
ココナッツパワー（ダイブショップ）14名、目白大学 13名、JTB
ツアー2、青葉ジャパン 35 名、その他、常時開催個人ツアー
多数 

約1,080名 

（モニター 

ツアー含む） 

2011.10-2012.9 「大島の自然を知る・歴史・文化・火山・音楽アート（一般公
募）」100名、森林インストラクター東京会 6名、東海汽船パッ
クツアー2回 6名毎日新聞旅行 25名、カルチャークラブ浜松
40 名、ユーエージェンシー11 名、JTB パックツアー3 回 7 名、
ツールドオオシマ 5 名、アヒルの会 15 名、島ガール 42 名、
玉川学園サイエンス部 13 名、東海大学海洋学部 17 名、彩
ツーリスト 16名、青葉ジャパン 27名、羽村市子ども達ツアー
80 名、その他今日時開催個人ツアー多数 

約1,220名 

2012.10-2013.9 海のふるさと村主催ツアー4 名、JTB ツアー4 回 13 名、島
ガール 2 回 32 名、留学生ツアー（東京都）15 名、フジライフ
ツーリスト40名、朝日新聞旅行32名、琵琶ドリームツアーズ
16名、クラブツーリズム24名、37名、森林インストラクター東
京会 15 名、修学旅行 160 名、玉川学園 29 名、グッドツアー
30名、東京イチョウの会 7名、学芸大学ダイビング部 26名、
羽村市子ども達のツアー80 名、龍谷大学理科部 23 名、京
都造形大学 8 名、その他、常時開催個人ツアー多数 

ジオツアー営業店舗 9店舗、ガイド人数：15 名 

約1,500名 

2013.10-2014.9 ブルースタジオ社員旅行（元町ジオロゲイニング）25 名、広
島城北高校修学旅行 70 名、元商工会秋田氏コーディネート
の“椿と三原山”ツアー40 名、毎日新聞旅行 25 名、ホール
アース自然学校 15 名、ダイブショップ“ピッコロ”のジオツ
アー5名、島ガール 12名、東海汽船パック 2回 4名、駒沢大
学 8 名、海のふるさと村主催ツアー3 名、学芸大学ダイビン
グクラブ 23 名、石塚サントラベル 40 名、JTB パックツアー4

回 12 名、玉川学園高等部 19 名、海洋少年団 65 名、Seeds 
of hope ツアー35 名、帝京科学大学 5 名、その他今日時開
催個人ツアー多数 

ジオツアー営業店舗 9店舗、ガイド人数：13 名 

約1,025名 
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10 モニタージオツアー 

開催日 内     容 参加者 

2010.12.11 東海汽船モニター 「島ガール」三原山ツアー 

ガイド：西谷香奈、鴻池友江 

23名 

2011.2.27 JTBモニター 「“もっこすファイヤー”同行三原山ツアー」 
ガイド：西谷香奈、嶋田幸子 

21名 

2011.3 JTBモニター 「ジオパークツアー」 
ガイド：西谷香奈、嶋田幸子 

20名弱 

2011.9 ＥＶ車導入事業 モニタージオツアー（10 回） 
ガイド：西谷香奈、嶋田幸子、柳場潔 

30名 

2014.2.9-10 馬車乗車＆ジオツアー モニターツアー 17名 

2014.6.28-29 馬車乗車＆ジオツアー モニターツアー 20名 

 

 

 

東海汽船モニター 「島ガール」三原山ツアー 

2010.12.11 

 

馬車乗車＆ジオツアー モニターツアー 

2014.6.28-29 

 

 

    

         電気自動車（ＥＶ車）  
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3. ガイド養成活動一覧 

 

ジオパークガイド養成講座 全 13 回 

【主催】社団法人大島観光協会 【後援】東京諸島観光連盟、大島町 

【運営】伊豆大島ジオパーク推進委員会 
 

開催日 内     容 参加者 

2012.1.16 第 1 回 運営委員会 「オリエンテーション及びグループディスカッション」 43名 

2012.1.22 第 2 回 渡辺真人氏 「ジオパークの楽しみ方－各地の例－」 42名 

2012.1.27 第 3 回 白井嘉則氏・沖山喜子氏・三田一徳氏 「1986 年それぞれの噴火体験」 37名 

2012.2.10 第 4 回 樋口秀司氏 「大島の遺跡、流人、史跡・文化財」 47名 

2012.2.19 第 5 回 藤井敏嗣氏 「火山防災」、 
加治屋秋実氏 「伊豆大島の火山活動の現状とジオパーク」 

34名 

2012.2.20 第 6 回 大野希一氏 「子供たちへジオパークをどう伝えるか①」 40名 

2012.2.21 第 7 回 大野希一氏 「子供たちへジオパークをどう伝えるか②」（フィールド） 26名 

2012.2.22 第 8 回 伊藤和明氏 「火山博物館・津波防災」 45名 

2012.2.28 第 9 回 西谷香奈氏・成瀬裕昭氏・願法真理美氏 「伊豆大島の動植物①」 39名 

2012.3.3 第 10 回 西谷香奈他 「伊豆大島の動植物②」（フィールド） 28名 

2012.3.3 第 11 回 川辺禎久氏 「伊豆大島の火山①」 38名 

2012.3.4 第 12 回 川辺禎久氏 「伊豆大島の火山②」（フィールド） 32名 

2012.3.5 第 13 回 運営委員会 「養成講座のまとめ及び今後の活動について」 39名 

 

ジオパークガイドセミナー 全 6 回 

【主催】社団法人大島観光協会 

【運営】伊豆大島ジオパーク推進委員会 
 

開催日 内     容 参加者 

2013.6.17 第 1 回 柴田伊廣氏 「ガイド先進地の室戸ジオパークから学ぶ」 25名 

2013.6.19 第 2 回 鈴木雄介氏 「身近な伊豆半島のジオストーリーを学ぶ」 26名 

2013.6.20 第 3 回 中川和之氏 「理想のジオパークとは何か？を学ぶ」 29名 

2103.6.25 第 4 回 福島大輔氏 「活火山の島・桜島のジオビジネスに学ぶ」 30名 

2013.7.3 第 5 回 今井ひろこ氏 「ジオパークガイドとしてのリスク管理を学ぶ」 20名 

2013.7.5 第 6 回 津田和英氏 「プロガイドからガイドの心構えとコツを学ぶ」 24名 

 

 

第 7 回大野希一氏「子供たちへジオパークをどう伝えるか②」
2012.2.21 

 

第 2 回鈴木雄介氏「身近な伊豆半島のジオストーリーを学ぶ」
2013.6.19 
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4. GGN、APGN、JGN の会議などへの参加状況一覧 

 

分 類 回数 内     容 

ＧＧＮ国際 

ユネスコ会議 

1回 第 5 回会議 【島原ＧＰ】 2012.5  
7 名参加：町長、野村昌宏、白井岩仁、磯村夫妻、日吉豊子、西谷香奈 

ポスター発表『火山博物館を探険しよう』 

ＪＧＮ 
全国大会 

4回 第 2 回大会 【洞爺湖有珠山ＧＰ】 2011.9 
4 名参加：町長、野村昌宏、西谷香奈、日吉豊子 

新規認定地域取組発表（野村昌宏、西谷香奈） 

ガイド分科会コーディネーター（西谷香奈） 

ポスター発表 『伊豆大島ジオパーク』 

第 3 回大会 【室戸ＧＰ】 2012.11 
2 名参加：野村昌宏、西谷香奈 

ガイド交流会コーディネーター（西谷香奈） 

ポスター発表 『伊豆大島ジオパーク 1年間のあゆみ』 

第 4 回大会 【隠岐ＧＰ】 2013.10 
5 名参加：町長、野村昌宏、安田修、日吉豊子、西谷香奈 

ガイド分科会コーディネーター（西谷香奈） 

ポスター発表 『伊豆大島ジオパーク 1年間のあゆみ』 

第 5 回大会 【南アルプスＧＰ】 2014.9 
5 名参加：白井岩仁、野村昌宏、船木健、植松和仁、西谷香奈 

ガイド分科会コーディネーター（西谷香奈） 

ポスター発表 『伊豆大島ジオパーク 1年間のあゆみ』 『みんなで作るジオパーク研究会』 

ＪＧＮ研修会 2回 第 1 回研修会 【秩父】 2012.2 （1 名参加：野村昌宏） 

第 4 回研修会 【東京】 2014.5 （2 名参加：船木健、植松和仁） 

現地審査員 

会議 

3回 2013.10.14 会議出席 （2 名参加：野村昌宏、安田修） 

2014.4.28 会議出席 （1 名参加：西谷香奈） 

2014.9.26 会議出席 （1 名参加：西谷香奈） 

地球惑星科学 

連合大会 

5回 2010 年大会 2010.5 （2 名参加：白井岩仁、野村昌宏） 

2011 年大会 2011.5 （5 名参加：町長、白井岩仁、野村昌宏、佐藤健治、西谷香奈） 

2012 年大会 2012.5.20-25 （1 名参加：加治屋秋実） 

「ジオパ－クを活用した火山防災知識の普及啓発」口頭発表：加治屋秋実「気象庁」 

2013 年大会 2013.5.19-24 （2 名参加） 

ポスター発表２件、「伊豆大島ジオパークロゲイニング大会（新たなジオパークの楽しみ方）」 

「GIS（観光地理情報システム）を活用した 伊豆大島ジオパーク・データミュージアムの取り組み」 

2014 年大会 2014.4.28-5.2 （4 名参加：船木健、白井岩仁、中林利郎、西谷香奈） 

口頭発表：「ガイドの目から見たジオパーク～土砂災害後に思う～」（西谷香奈） 

ポスター発表 2 件 

「災害発生。その時ジオパークは？ 

台風 26号による土砂災害発生後の住民セミナーおよび調査研究支援窓口の取り組み」 

「思いや経験の共有とは？ 

三宅島、三陸ジオパークとのシンポジウム、冊子作成を通して学んだこと」 

その他 

（講演会等） 
5回 サイエンスアゴラ 2010.11.20 （出席 小川修作） 

サイエンスアゴラ 2011.11.19 

バーチャルツアー「伊豆大島ジオパーク 30 倍速ツアー」西谷香奈 

箱根ジオパーク講演会 2012.2.6 

『伊豆大島ジオツアー』 発表：西谷香奈 

阿蘇ジオパークジオガイド養成講座 2013.1.26-27 

講演 2 回：西谷香奈 

第 2 回東北ジオパークフォーラム 【磐梯山】 2013.9.5 
ガイドフォーラムコーディネーター及び「ジオガイドってなんだろう？」 講演：西谷香奈 
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5. ジオパーク間の交流活動一覧 

 

分 類 回数 内     容 

講師派遣 3回 箱根ジオパーク講演会 2012.2.6 
『伊豆大島ジオツアー』講演 パネルディスカッションパネリスト：西谷香奈 

阿蘇ジオパークジオガイド養成講座・シンポジウム 2013.1.26-27 
講演：西谷香奈 

第 2 回東北ジオパークフォーラム in 磐梯山 2013.9.5 
講演：西谷香奈 

講師受入れ 10回 ジオパークガイド養成講座 

第 6-7 回 2012.02.20-21 大野希一氏（島原半島ＧＰ） 

ジオパークガイドセミナー 

第 1 回 2013.6.17 柴田伊廣氏（室戸ＧＰ） 

第 2 回 2013.6.19 鈴木雄介氏（伊豆半島ＧＰ） 

第 3 回 2013.6.20 中川和之氏（ＪＧＣ委員ＧＰ） 

第 4 回 2013.6.25 福島大輔氏（桜島錦江湾ＧＰ） 

第 5 回 2013.7.3 今井ひろこ氏（山陰海岸ＧＰ） 

第 6 回 2013.7.5 津田和英氏（箱根ＧＰ） 

ジオパークフォーラム「魅力ある観光地の再建へ向けて」 2014.2.10 
杉本伸一氏（島原半島ＧＰ） 

「考えてみよう！ 大島を案内する方法」講座 2014.2.17 

伊藤延廣氏（磐梯山ＧＰ）・小川裕司氏（洞爺湖有珠山ＧＰ） 

この島で生きるためにジオパークと防災 in 大島 2014.2.19 

實吉義正氏、佐藤悦郎氏、関博充氏（三陸ＧＰ） 

共同 

イベント 
1回 シンポジウム この島で生きるためにジオパークと防災 in 大島／三宅島 

開催および小冊子「この島で生きるために～ジオパークと防災～」制作 

大島・三宅島 広域間共助推進協議会 

視察 

受け入れ 

9回 全国火山博ネット巡検 2011.11.29 
三松氏（洞爺湖有珠山ＧＰ）、佐藤氏（磐梯山ＧＰ）他、対応：西谷香奈 

香港ジオパーク視察対応 2012.4.12 
対応：佐藤健治、中林利郎、柳場潔、西谷香奈 

箱根ジオパーク視察対応 2012.2.6 
対応：野村昌宏、西谷香奈 

香港ジオパーク視察対応 2012.10.30 
対応：岡田雅司、西谷香奈 

山陰海岸ジオパーク視察対応 2013.2.10 
対応：野村昌宏、西谷香奈 

JGN 災害現場調査対応 2013,10,20 
鈴木雄介氏（伊豆半島ＧＰ）、中川和之氏（JGC委員）、対応：西谷香奈 

伊東市市長、災害見舞い対応 2013.10.21 
対応：西谷香奈 

JGN 会長米田氏、JGN 事務局斎藤氏、伊藤和明氏、災害見舞い対応 
2013.11.13 

対応：西谷香奈 

火山博ネット 
三松氏、宇井氏（洞爺湖有珠山ＧＰ）、杉本氏（島原半島ＧＰ）、佐藤氏（磐梯山ＧＰ）、対応：西谷香奈 

ツアーガイド 3回 伊東市『伊豆大島ジオパークを学ぶ』ジオツアー 2011.6.11 50 名以上 

ガイド：西谷香奈、嶋田幸子 

南紀熊野ジオパーク視察対応（ツアー参加） 2013.5.5 
ガイド：西谷香奈 

伊豆半島ジオパークからのジオツアー 2014.9.8〜9.9 約 30 名 

ガイド：西谷香奈、嶋田幸子 
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6. ジオパーク解説板一覧 （写真は別冊添付） 

 

№ タイトル 設置場所 設置年 新規・修正 設置主体 

【ジオサイト説明看板】 

1 伊豆大島火山 ⼭頂⼝駐⾞場 2010 新規 推進委員会 

2 1986年溶岩先端部 カルデラ内 2010 新規 推進委員会 

3 大型のアグルチネート 三原山山頂 2010 新規 推進委員会 

4 ホルニト 三原山山頂 2010 新規 推進委員会 

5 三原山山頂中央火孔 三原山山頂 2010 新規 推進委員会 

6 1986年B2火口 カルデラ内 2010 新規 推進委員会 

7 植物の再生 カルデラ内 2011 新規 推進委員会 

8 火山観測機器 三原山山頂 2011 新規 推進委員会 

9 筆島 筆島海岸上 2011 新規 推進委員会 

10 ボムサッグ トウシキ園地 2011 新規 推進委員会 

11 割れ目噴火 C⽕⼝列 元町字二千坪山 2011 新規 推進委員会 

12 パノラマガイド ⼭頂⼝駐⾞場 2012 新規 推進委員会 

13 三原山ジオ物語 ⼭頂⼝駐⾞場 2013 新規 推進委員会 

      

【観光案内看板】ぶらぁーり大島シリーズ 

14 元町港周辺案内マップ 元町港 2007 新規 大島町 

15 大島空港周辺案内マップ 大島空港 2007 新規 大島町 

16 岡田港周辺案内マップ 岡田港 2007 新規 大島町 

17 波浮港周辺案内マップ 勤労福祉会館前 2007 新規 大島町 

18 都⽴⼤島公園周辺案内マップ 都⽴⼤島公園 2007 新規 大島町 

19 三原山周辺案内マップ 三原山山頂口 2007 新規 大島町 

20 大島町役場周辺案内マップ 大島町役場前 2008 新規 大島町 

21 野増地区周辺案内マップ 野増大宮神社前 2008 新規 大島町 

22 波浮港周辺案内マップ 波浮港⾒晴台 2008 新規 大島町 

23 岡田周辺案内マップ 岡田福聚寺前 2008 新規 大島町 

24 ⻑根浜公園周辺案内マップ ⻑根浜公園 2009 新規 大島町 

25 トウシキ周辺案内マップ トウシキ入口 2009 新規 大島町 

26 波浮港周辺案内マップ 波浮港 2009 新規 大島町 

      

【防災看板】 

27 岡田港津波避難マップ 岡田港 2012 新規 大島町 

28 元町港津波避難マップ 元町港 2012 新規 大島町 

29 波浮港津波避難マップ 波浮港 2012 新規 大島町 

      

【その他説明板】 

30 大島三原山の歴史 三原山山頂口  新規 大島町 

31 波浮の港 波浮港⾒晴台  新規 大島町 

32 波浮港・踊⼦の⾥周辺案内 波浮港  新規 大島町 

33 海岸と海浜植生 トウシキ園地内  新規 東京都 
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34 地層切断⾯ 千波  新規 大島町 

35 ⼤島⻯の⼝遺跡 野増・⻯ノ⼝ 2011 新規 東京都 

36 大宮神社 野増・大宮 1992 新規 大島町 

37 ⼤島下⾼洞遺跡 元町・大昇 2011 新規 東京都 

38 赤門 元町 1993 新規 大島町 

39 頌源⼋郎公碑（為朝の碑） 元町・⻑根公園  新規 大島町 

40 元町墓地付近の⾒どころ 元町墓地  新規 大島町 

41 間瀬定⼋の墓・⼩栗兄弟の墓 元町墓地 1991 新規 大島町 

42 愛宕山 北の⼭  新規 大島町 

43 八幡神社 岡田 1992 新規 大島町 

44 波治加麻神社 泉津 1992 新規 大島町 

45 大島公園海岸遊歩道総合案内図 泉津  新規 東京都 

46 （植物の説明看板：多数） 泉津・海岸遊歩道上  新規 東京都 

47 都⽴⼤島公園椿園 泉津  新規 東京都 

48 大島植生解説板 泉津・大島公園内  新規 東京都 

49 石の反り橋 泉津 1991 新規 大島町 

50 大島のサクラ株 泉津  新規 東京都 
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7. ジオパークのガイドマップ、ガイドブックの例 （それぞれ 3 つ以内） 
 

写  真 内   容 

  

■伊豆大島ジオパーク パンフレット《三原山編》 

○A4 版フルカラー4 頁 2012.11 発行 

○ジオパーク概要・マップ・ジオサイト（三原山編）紹介 

○アクセス・ツアーガイド窓口・問い合わせ先紹介 

 

■伊豆大島ジオパーク パンフレット《外周編》 

○A4 版フルカラー4 頁 2012.11 発行 

○ジオパーク概要・マップ・ジオサイト（外周編）紹介 

○アクセス・ツアーガイド窓口・問い合わせ先紹介 

 

■伊豆大島ジオパーク ジオサイトガイド 

○A3 版フルカラー4 頁 2011.3 発行 

○ジオパーク概要・ジオサイト・ジオツアーコース紹介 

○大島火山の成り立ち・火山用語の解説 

 

■あなたに語りかけるジオサイトの物語（ポスター） 

○A0 版、A1 版 フルカラー 2012.11 発行 

○ジオサイト・ジオサイトストーリー概要紹介 

 

■伊豆大島ジオパーク わくわく探検ガイド 

○A5 版フルカラー76 頁 2011.12 発行 

○伊豆大島のこと（成り立ち・1986 年噴火・植物の再生ほか） 

○伊豆大島わくわく探検（ジオサイト・動植物・特産品ほか） 

○防災のこと（火山観測・地震と津波・防災情報ほか） 
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 ■伊豆大島ジオパーク『1 年間のあゆみ』 

○A0 版、A3 版 フルカラー、毎年発行 

○伊豆大島ジオパークの１年間の活動をポスターにまとめ、

大島町役場、火山博物館、山頂ジオパーク展に展示。 

○小型版を各学校に配布。 

 


