
那須烏山ジオパーク構想 

学び 

 

大地と私たち 

私たちの暮らしは、すべて大地の上に成り立っています。大地の特徴は地域によ

って異なっているため、地域ごとに特色のある自然環境が育まれます。そして、

先人たちは自分たちが暮らす大地と自然環境に適した生活を模索してきたので

す。栃木県那須烏山でも、那須烏山にしかない大地があるからこそ、那須烏山ら

しい自然環境が生まれ、那須烏山らしい暮らしが営まれてきました。今後も那須

烏山で、そして地球で暮らしていくためには、地層や地形から大地の成り立ちを

知り、先人たちが今日まで培ってきた知恵も活かしながら、大地の特徴にあった

暮らしを探っていく必要があるのではないでしょうか。 

 

ジオパークと学び 

ジオパークとは、地域にある大地の遺産について、理解を深め（教育）、将来に

引き継いでいくために守りつつ（保全）、その特徴を活かして持続的な社会の発

展（持続可能な開発）を目指す地域のことです。那須烏山ジオパーク構想の取り

組みでは中心に教育を据え、現地学習を中心に学びの提供を行っています。 

 

学校等の受け入れ 

市内の小中高校では野外観察学習時にジオガイドを活用してくれています。現

在実施している内容や、実施レポートを下記に掲載しています。なお、他市町の

学校等も受け入れを行いたいと考えていますので、ご利用の際は下記連絡先ま

でお問い合わせください。 

 

※学習テーマや関連項目については、令和 2 年度に那須烏山市で採用している

各教科の教科書テーマに沿って作成しています。 

＜参考：那須烏山市令和 2年度採用教科書＞ 

小学校理科：啓林館 わくわく理科 

小学校社会：日本文教出版 小学社会 



中学校理科：啓林館 未来へひろがるサイエンス 

中学校地理：帝国書院 中学生の地理 

 

※実施内容は柔軟にアレンジ可能ですのでお気軽にご相談ください。ガイドと

調整のうえ企画づくりから協力いたします。 

〒321-0592 

栃木県那須烏山市大金 240 

那須烏山ジオパーク構想推進協議会事務局 

（那須烏山市役所生涯学習課文化財 G ジオパーク推

進室内） 

TEL 0287-88-6223 

Mail shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp 



学習テーマ

おすすめの年齢
（学年）

授業形式

所要時間

申込方法

注意事項

持ち物

学校側準備物

関連項目

問い合わせ先

連絡先、連絡のつきやすい
時間・曜日

備考

担当者（教員）

授業希望日
（３つ程度お書きください）

那須烏山ジオパーク構想　学習プログラム　Ｎｏ. １

小学３年生以上

日本固有種で栃木県にしかなく、しかも４か所にしか生息が確認されていない希少種『シモ
ツケコウホネ』について、植生付近の環境、保全する人々なども含めて学びます。

花が咲く時期は６月下旬から１０月上旬です。その時期以外でも地元の保全会による保全の
取り組みに関する講話なども体験できます。

シモツケコウホネの観察

理科）小学３年生：身の回りの生物　小学４年生：季節と生物
      小学６年生：生物と環境　中学１年生：植物のくらしとなかま
社会）小学３年生：私たちの住んでいるところ
総合）小学３年生以上：地域の歴史、文化、自然関係

ワークシート（スケッチ・メモ用　等）

帽子、長ぐつ

本紙下部に必要事項を記入し、下記問い合わせ先あてメール、ＦＡＸ等で提出する

付近は農地のため、観察地周辺に集合し、そこから徒歩で観察地まで。
徒歩の往復含めて解説５０分程度。

申込記入欄

授業内容

屋外現地観察

事前打合せ希望日

那須烏山ジオパーク構想推進協議会事務局（生涯学習課ジオパーク推進室）
TEL：0287-88-6223　FAX：0287-88-2027　ﾒｰﾙ：
shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp

受講する学年、
クラス数等、合計人数

学校名（団体名）



学習テーマ

おすすめの年齢
（学年）

授業形式

所要時間

申込方法

注意事項

持ち物

学校側準備物

関連項目

問い合わせ先

備考

授業希望日
（３つ程度お書きください）

担当者（教員）

連絡先、連絡のつきやすい
時間・曜日

那須烏山ジオパーク構想推進協議会事務局（生涯学習課ジオパーク推進室）
TEL：0287-88-6223　FAX：0287-88-2027　ﾒｰﾙ：
shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp

申込記入欄

学校名（団体名）

現地観察

事前打合せ希望日

那須烏山ジオパーク構想　学習プログラム　Ｎｏ.２

里山の自然・文化・歴史

授業内容
市の伝統産業である『和紙』と日本最北の観光ミカン園がある国見地区のミカン栽培を見学

し、地形地質、及び自然資源を活用した、文化や歴史を調べ、考えるプログラムです

小学３年生以上

受講する学年、
クラス数等、合計人数

９０分　※移動時間を含め１５０分以上見込んでおくことが理想

本紙下部に必要事項を記入し、下記問い合わせ先あてメール、ＦＡＸ等で提出する

山道の移動が多いため車酔い等

歩きやすい靴、帽子、タオル等

ワークシート（スケッチ・メモ用　等）

社会）小学３年生：私たちの住んでいるところ
　　　　小学５年生：日本の国土と人々の暮らし
地理）中学生：日本の地域的特色
総合の時間　市の歴史や文化、自然について学習する項目に関連して



学習テーマ

おすすめの年齢
（学年）

授業形式

所要時間

申込方法

注意事項

持ち物

（学校側）準備物

関連項目

問い合わせ先

備考

授業希望日
（３つ程度お書きください）

担当者（教員）

連絡先、連絡のつきやすい
時間・曜日

那須烏山ジオパーク構想推進協議会事務局（生涯学習課ジオパーク推進室）
TEL：0287-88-6223　FAX：0287-88-2027　ﾒｰﾙ：
shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp

申込記入欄

学校名（団体名）

現地観察

事前打合せ希望日

那須烏山ジオパーク構想　学習プログラム　Ｎｏ.3

流れる水のはたらき

授業内容

那須烏山ジオパーク構想地域内の河川は、あまり直線的ではなく、曲がりくねっている『穿

入蛇行地形』と呼ばれる特徴的な河流
かりゅう

の状態
じょうたい

です。そのことを荒川河川堤防上から観察する

ことで浸食、運搬、堆積を学びます。また、洪水による災害などの当時の様子を写真で解説

し、現地で感じることもできます。

小学５年生以上

受講する学年、
クラス数等、合計人数

ウォーキングトレイルをB＆Gプールから小河原まで歩く。約１時間３０分のコース

本紙下部に必要事項を記入し、下記問い合わせ先あてメール、ＦＡＸ等で提出する

道中徒歩がメインになります。体調がすぐれないときのレスキュー体制を検討すること

歩きやすい靴、汗拭きタオル

ワークシート（スケッチ・メモ用　等）

理科）小学5年生：流れる水のはたらき
　　　　中学生：活きている地球



学習テーマ

おすすめの年齢
（学年）

授業形式

所要時間

申込方法

注意事項

持ち物

学校側準備物

関連項目

問い合わせ先

現地観察

事前打合せ希望日

　　　　　　　那須烏山ジオパーク構想　学習プログラム　Ｎｏ.4　

大地のつくりと変化　　　　　　　１大地のつくり
（問題）地層はどんなものからできているのだろうか。

授業内容

崖等の地層の様子を観察し、その広がりや層の厚さ、色、構成する粒の大きさなどを調べま
す。

 観察１　　地層のようす
 方法１　校外学習「がけなどで地層を観察する。」
  １地層全体のようすを調べる。
 ・地層のつながりや広がりが見られたか。
  ２それぞれの層を、くわしく観察する。
 ・層の厚さや色、層をつくっているつぶの大きさや形、手ざわりなどを調べる。

小学６年生以上

受講する学年、
クラス数等、合計人数

（１時間３０分コース）　※集合場所から往復の時間含め
１ヶ所でジオガイドの説明・観察５０分

中山(松山工業敷地内）；主に海中で火山灰が積み重なった地層、または
大桶（烏山城カントリー）；れきや砂及び火山灰が積み重なった地層

　
（２時間２０分コース）　※集合場所から往復の時間含め
２ヶ所でジオガイドの説明・観察９０分（移動を含む）

高瀬；貝の化石が含まれる地層、
または、小塙；主に海中で火山灰が積み重なった地層　どちらか

曲畑；主に陸上で火山灰が積み重なった地層

本紙下部に必要事項を記入し、下記問い合わせ先あてメール、ＦＡＸ等で提出する

帽子、飲み物等

ワークシート（スケッチ・メモ用　等）

理科）小学６年生：大地のつくりと変化
　　　 中学１年生：活きている地球

那須烏山ジオパーク構想推進協議会事務局（生涯学習課ジオパーク推進室）
TEL：0287-88-6223　FAX：0287-88-2027　ﾒｰﾙ：
shohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp

申込記入欄

学校名（団体名）

備考

授業希望日
（３つ程度お書きください）

担当者（教員）

連絡先、連絡のつきやすい
時間・曜日



令和３年度那須烏山市立小中学校のジオガイド活用状況

３学年「総合的な学習の時間」校外学習
テーマ：清風園や清風台を探検しよう
実施日：７月９日
児童：３８名 引率：教員３名
ガイド：市役所職員１名
調査地：荒川小学校清風園、清風台

４学年「総合的な学習の時間」校外学習
テーマ：那須烏山市について知ろう
実施日：１１月１８日
児童：４０名 引率：教員２名
ガイド：ジオガイド２名
観察地：解石神社、太平寺

６学年「理科」 校外学習
単元名：「大地のつくりと変化」
学習活動：地層観察
実施日：１２月１０日
児童：４６名 引率：教員２名
ガイド：ジオガイド２名
観察地：①小塙の荒川の断崖露頭

②市道沿いの水田の崖
４学年「総合的な学習時間」校外学習
テーマ：わがふるさと里山の恵みと自然
実施日：１１月１１日
児童：１４名 引率：教員２名
ガイド：和紙工場代表、ジオガイド２名
調査地：烏山和紙工場「和紙の里」、

解石神社、国見山みかん園

６学年「理科」 校外学習
単元名：「大地のつくりと変化」
学習活動：地層観察
実施日：１２月６日
児童：１３名 引率：教員２名
ガイド：ジオガイド２名
観察地：小塙の荒川の凝灰岩層、

曲畑の関東ローム層の観察

５学年「総合的な学習の時間」校外学習
テーマ：わがふるさと里山の恵みと自然
実施日：２月２４日
児童：１８名 引率：教員２名
ガイド：和紙工場代表、ジオガイド１名
調査地：烏山和紙工場「和紙の里」

６学年「理科」 校外学習
「総合的な学習の時間」校外学習

単元名：「大地のつくりと変化」
テーマ：広げよう、わたしたちの世界
学習活動：地層観察、市内文化財見学
実施日：１１月２日、４日
児童：７５名 引率：教員４名
ガイド：ジオガイド３名、市役所職員１名
観察地：那須烏山市十二口

烏山城

市のジオパーク構想推進協議会では、主に市内の小中学校を対象に、ジオサイトを活用した学習をサポートするための
ジオガイドの派遣を行っている。理科の校外学習や「総合的な学習の時間」の地域をテーマにした学習等に、それぞれの
学習に合ったジオサイトの案内や解説を行っている。令和３年度における小中学校の活動状況を、概略ではあるが紹介
する。

荒川小学校

６学年「理科」校外学習
単元名；「大地のつくりと変化」
学習活動：地層観察
実施日：１１月１日
児童：３２名 引率：教員 ２名
ガイド：ジオガイド１名
観察地：中山の採石場跡の

凝灰岩層
（松山工業敷地内）
滝田の大滝（通称）
大桶の凝灰岩層
（烏山城カントリークラブ敷地内）

境小学校

七合小学校

江川小学校

烏山小学校

３学年「総合的な学習時間」 校外学習
「シモツケコウホネの観察」
実施日：９月２日
児童：３３名 引率：教員２名
ガイド：ジオガイド２名
観察地：下川井「シモツケコウホネ保護区域」

６学年「理科」校外学習
単元名：「大地のつくりと変化」
学習活動①： 地層観察
学習活動②：学校に戻って、化石についての

学習（話と標本観察）
実施日：１１月８日
児童：３２名 引率：教員２名
ガイド：ジオガイド２名
観察地：三箇・藤田地区の荒川沿いの川原及び

断崖露頭

烏山中学校

１学年見学遠足
実施日：１１月１２日
生徒：１０３名 引率：教員９名
ガイド：ジオガイド３名
観察地：稲積神社

１学年「総合的な学習の時間」校外学習
テーマ：地域を知ろう
実施日：１２月３日
生徒：１０３名 引率：教員８名
ガイド：ジオガイド３名
調査地：ジャンルごとに分かれて見学活動

（龍門の滝、烏山城、和紙の里）、
高瀬大橋付近の河川敷にて岩石分類実習

那須烏山市教育委員会生涯学習課文化財グループ


