
南紀熊野ジオパーク探偵団 令和３年度活動実施要領 
                            南紀熊野ジオパーク推進協議会 
                            令和３年８月２４日変更 
１ 目的 

国連の「持続可能な開発のための海洋科学の 10 年」は、2030 年を達成目標とする 17 の SDGs
に合わせて、2021 年（令和 3 年）から 10 年間実施される取り組みです。特に達成するべき７つ

の目標として、「きれいな海」「健全で回復力のある海」「予測できる海」「生産的な海」「安全な海」

「万人に開かれた海」「夢のある魅力的な海」が掲げられています。 
令和 3 年度は、「海洋環境を考える」をテーマに、世界につながる海の環境を探求する活動を行

います。 
 
２ 探偵団での探求活動の流れ 
 

① 事前学習  課題の認識       ：専門家の意見を聞いて課題意識を持つ 
   ↓ 
② 現地活動  原因調査       ：課題の元になっている現況を自ら調査する 
   ↓ 
③ 事後学習  課題の共有    ：同じ視点を持つ者の間で課題を共有する 
   ↓        
④ 探求活動  課題の整理と分析 ：専門家の助言を受けながら、さらに調査や 

↓              調べ学習を行い、課題を整理分析し、思考する 
⑤ 活動発表  研究成果の評価  ：自らの気付きや発見、意見をまとめ、公表する 

多面的な評価を受け、新たな気付きを得る 
 

 
３ 令和３年度の主な日程  （※延期による日程変更箇所は、黄マーカー部） 
※●は、探偵＋引率者、◯は引率者が参加 
◯ ７月２８日（水） 参加者募集開始 
 
①１０月 ６日（水） 事前学習に向けた打ち合わせ（引率者のみ、Zoom 使用） 
❷１０月 ９日（土） 事前学習（Zoom 使用 YouTube による後日配信） 
❸１０月１６日（土） 現地活動（白浜町 志原海岸）  予備日：１０月２３日（土） 
❹１０月１７日（日） 現地活動（新宮市 三輪崎海岸） 予備日：１０月２４日（日） 
⑤１０月中      事後学習に向けた打ち合わせ（引率者のみ、Zoom 使用） 
❻１１月１３日（土） 事後学習（Zoom 使用、現地活動から得た内容をまとめ発表。） 
 以降の探求活動、活動発表については、専門家が個別に対応 
❼令和４年１月８日（土） 活動発表会（Zoom 使用） 
◇令和４年２月４日（金）オンライン 
 ユネスコ世界ジオパーク高校生国際交流会（受付締切：１０月１３日（水）） 
◇令和４年２月頃（予定） 
 南紀熊野ジオパークフェスタでの発表 
◇令和４年５月２２日（日） 

日本地球惑星科学連合大会でのポスター発表（受付締切：令和４年４月上旬） 



４ 内容の詳細 
①１０月 ６日（水）事前学習に向けた打ち合わせ（Zoom） 14:00～15:30  
・引率者との事前学習に向けた打ち合わせを Zoom で行います。 
・Zoom の接続先は、申込時のメールアドレスへお知らせします。 
・スタッフの紹介、ジオパーク探偵団の活動についての一連の流れ、事前学習、現地活動の詳細

について説明と質疑応答を行います。 
 
❷１０月 ９日（土）事前学習（Zoom、YouTube） 9:45 開場 10:00～12:00 
・課題の認識を目的とした事前学習を専門家の講義を交えて行います。 
・Zoom の接続先は、申込時のメールアドレスへお知らせします。 
・事前学習は、下記の内容で行います。 
20 分  ジオパーク探偵団について     南紀熊野ジオパークセンター 東垣センター長 
40 分  SDGｓと持続可能な地域づくりについて   和歌山大学 教育学研究科 岡崎 裕教授 
40 分 海岸漂着物と海洋環境          京都大学 島村道代氏 
・当日参加できない場合は、後日、Youtube から視聴できます。 
・事前学習には、同様の取り組みを行っている県外の高校も参加します。（予定） 
 
❸１０月１６日（土） 現地調査活動（白浜町 志原海岸） 予備日：１０月２３日（土） 
・海岸のゴミを実際に集めて観察する現地活動を行います。 
集合：道の駅志原海岸 海来館（JR 紀伊日置駅からバスで１０分） 
受付開始 11:00 
開始時間 12:00 
11:00-12:00 昼食は 12 時までに済ませておいてください 
12:00-12:30 発足式、事前説明 
12:30-14:30 現地活動、まとめ 
終了予定 14:30 
 
＜交通手段＞ 
和歌山方面から （電車：往復 3,960 円 バス：往復 620 円） 
行き：和歌山駅 6:54 ⇒ 8:40 紀伊田辺駅 9:53 ⇒ 10:46 紀伊日置駅 

紀伊日置駅からは、明光バス白浜日置線で 10:50 発 志原 10:59 着 
帰り：明光バス白浜日置線で 15:32 発 日置駅 15:41 着 
   紀伊日置駅 17:41⇒18:16 紀伊田辺駅 18:22⇒19:14 御坊駅 19:38⇒20:40 和歌山駅 
 
※特急くろしお利用 （電車：往復 6,800 円 バス：往復 620 円） 
行き：和歌山駅 8:48 ⇒ 10:10 白浜駅 10:30 ⇒ 10:46 紀伊日置駅 

紀伊日置駅からは、明光バス白浜日置線で 10:50 発 志原 10:59 着 
帰り：明光バス白浜日置線で 15:32 発 日置駅 15:41 着 又はタクシー（約 4.5km） 
   紀伊日置駅 15:15 ⇒ 15:32 白浜駅 16:20 ⇒17:48 和歌山駅 
   紀伊日置駅 17:41 ⇒ 18:02 白浜駅 18:20 ⇒19:48 和歌山駅 
 
❹１０月１７日（日） 現地調査活動（新宮市 三輪崎海岸） 予備日：１０月２４日（日） 
・海岸のゴミを実際に集めて観察する現地活動を行います。 
集合：三輪崎海岸（JR 三輪崎駅から徒歩３分） 



受付開始 10:00 
開始時間 10:30 
10:30-12:30 事前説明、現地活動、まとめ 
終了予定 12:30 
＜交通手段＞ 
新宮方面から（往復 380 円） 
行き：新宮駅 9:42 ⇒ 9:48 三輪崎駅 
帰り：三輪崎駅 12:44 ⇒ 12:50 新宮駅 

 
串本方面から（往復 1,360 円） 
行き：串本駅 9:26 ⇒ 10:20 三輪崎駅 
帰り：三輪崎駅 13:02 ⇒ 13:58 串本駅 
 
 
＜現地活動についての留意事項＞ 

・❸白浜町志原海岸、❹新宮市三輪崎海岸の現地活動については、運営上、人数制限を設けます。

人数が超過した場合は別日程で現地活動を調整することがあります。 
・各自の服装は、直射日光を避けることのできる帽子と服装、砂浜を歩ける靴としてください。 

・各自の持ち物は、帽子、飲み物、タオル、メモ、筆記用具をご準備ください。 

・現地調査活動には、子供たちの安全管理を徹底するため、引率者の同伴を求めます。 

・現地までの交通費は、各自ご負担ください。 

・実施の可否の判断は、前日の正午に行います。前日の 16時までに引率者に連絡します。 

 （実施の可否を問わず、連絡します。） 

・熱中症対策として、飲料水の配布等を行いますが、各グループにおいても睡眠を十分取るよう

に伝達するなどの対応をお願いします。 

・保険は、南紀熊野ジオパーク推進協議会で負担し、損保保険ジャパン株式会社のレクリエーシ

ョン保険（1名につき死亡・後遺障害 1,000 万円、入院 5,000 円、通院 3,000 円）に加入します。 

 
⑤１０月中 
・引率者と個別に事後学習に向けた打ち合わせ（引率者のみ、Zoom 使用） 
・日程は、個別に調整 
 
❻１１月１３日（土）10:00～12:00 事後学習（Zoom） 
・現地活動から得た内容を全ての参加者で共有する目的で事後学習を行います。 
・それぞれ１０分程度で気付いた内容を報告してください。 
・時間は、後日調整します。 
・県外で同様の活動を行っている高校の報告も同時に行います。 
 
❼令和４年１月８日（土）10:00～12:00 
 活動発表会（Zoom 使用） 
※以下は、希望者のみ参加。 
 
◇ユネスコ世界ジオパーク高校生国際交流会 
 （受付締切：10 月 13 日（水））令和 4 年 2 月 4 日（金）オンライン 



 
◇南紀熊野ジオパークフェスタ 

令和４年２月頃（予定） 
 
◇日本地球惑星科学連合大会でのポスター発表 

（受付締切：令和 4 年 4 月上旬） 令和 4 年 5 月 22 日（日）千葉県千葉市 
 
５ 問い合わせ先 
 南紀熊野ジオパークセンター 
 〒649-3502 
 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬２８３８－３ 
 電話 0735-67-7100 
 FAX 0735-67-7191 
 Mail e0320005@pref.wakayama.lg.jp 
 
 


