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ガイダンス

１ 三陸ジオパーク認定ガイドとは

２ 認定ガイドになるまで
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１ 三陸ジオパーク認定ガイドとは

○ 三陸ジオパークと認定ガイド

・三陸ジオパークは日本一広いジオパーク
・北と南で異なる成り立ち
・あらゆる年代の地質資源
・地質資源だけでなく、自然、文化、震災の記憶も

…ただ訪問するだけでは十分に伝わらない

⇒あらゆる観点から魅力を語れるガイドが必要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
�



１ 三陸ジオパーク認定ガイドとは

○ 三陸ジオパーク認定ガイドとは…

・三陸ジオパークの魅力を来訪者や地域住民に伝えるガイ
ド

・三陸地域の自然、文化、震災等をジオ（地質・地形等）
の視点から紹介するガイド

…ジオとのつながりをストーリーで語る！
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観光ガイド≠ジオガイド

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・認定ガイドとは、（１ポツ）。一見、観光ガイドと変わらないように思われるかもしれないが、もう一つ重要な要素が（２ポツ）。　三陸のあらゆる魅力を、ジオをからめて深堀りし、照会するガイド。　そのための道具がジオストーリー。�



１ 三陸ジオパーク認定ガイドとは

○ ジオストーリーとは…
三陸地域の自然・文化などにジオの要素を織り交ぜたストーリー

【例】
・三陸南部ではカキ等の養殖が盛ん。

・三陸南部は湾が多い。湾内は波が穏やかで、養殖に適している。

・三陸南部ではもともと谷が多く、海面上昇で海が入りこむことで
連続した湾が形成された（リアス海岸）。

5

なぜ？

なぜ湾が多
い？



１ 三陸ジオパーク認定ガイドとは

○ 三陸ジオパーク認定ガイドの活躍の場

55人の認定ガイドが活躍中（R４.６末現在）

・観光客へのガイド
・地域住民等向け学習会・講演会での講師
・教育現場でのゲストティーチャー

…etc.
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１ 三陸ジオパーク認定ガイドとは

○ 三陸ジオパーク認定ガイドになると・・・

・ガイド・講師・ゲストティーチャー等の活躍機会
・更新講習会等の研修機会
・認定ガイド間の交流・情報交換機会（オンライン交流会な
ど）
・日本ジオパークネットワーク（JGN）等の全国大会・研修

会等での活躍・研修・交流機会
…etc.
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１ 三陸ジオパーク認定ガイドとは

○ エリアガイド
・活動エリアを限定したガイド。

…市町村単位（例：宮古エリアガイド）、
もしくはブロック単位（例：南部エリアガイド）
希望によりエリアを設定可能

・認定ガイドとの違いは…
【ガイドになるまで】

・「筆記試験」の出題範囲
【ガイドになった後】

・活動範囲（「エリアガイド」としてのガイドはエリア内限り）
・当協議会からの研修・交流機会の紹介等は認定ガイドのみ

※更新講習会を除く
8



２ 認定ガイドになるまで

（１） 認定講座の受講【共通】

（２） 認定試験の受験
・筆記【認定ガイド用／エリアガイド用】
・実技【共通】

（３）その他認定要件のクリア【共通】

（４）登録【共通】
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２ 認定ガイドになるまで
（１）認定講座の受講（全４回：７月～11月）

必修全４科目、選択５科目以上（全７科目）を受講

①必修講座
・ジオパーク概論 → 第１回（中・南）、第３回（北）
・安全管理 → 第２回（北・南）、第３回（中）
・プログラム作成 → 第３回（北・中）
・プログラム磨き → 第４回（未定）

②選択講座
・地質各論 → 第１回（中・南）
・自然各論 → 第２回（北・南）
・文化各論 → 第２回（北・南）
・環境関連法 → 第２回（北・南）
・観光概論 → 第３回（北・中）
・実践者のおはなし→ 第３回（北・中）
・ジオめぐり → 随時 10



２ 認定ガイドになるまで
※みなし講座について

以下のジオツアー・イベント等に参加することで、認定講座の受講
とみなします。

（順次追加予定・最新情報はHP⇒ https://sanriku-geo.com/ ）

※R4.6末現在 11

開催日 事業名 主催・共催 受講とみなす講座

6/25
宮古市

みちのく潮風トレイル全線開通３周年特別
企画 トレイル体験会（入門編）

主催：浄土ヶ浜ビジターセン
ター運営協議会

共催：宮古市三陸ジオパーク
推進協議会

・ジオめぐり

7/24
八戸市

令和４年度三陸ジオパーク研修会～ジオ
の視点で見る縄文の世界～

主催：八戸市観光課
後援：三陸ジオパーク推進協

議会
・文化各論

8/25
八戸市

三陸ジオパークセミナー
（活動発表）

主催：三陸ジオパーク推進協
議会

・ジオめぐり

8/26
八戸市

三陸ジオパークセミナー
（エクスカーション・ジオツアー）

〃
・ジオめぐり
・実践者のおはなし
※いずれか１つを選択

https://sanriku-geo.com/


２ 認定ガイドになるまで

※昨年度以前に受講された方

・必修講座：改めて受講が必要
…ジオパーク概論、安全管理、プログラム作成、プログラ
ム磨き

・選択講座：令和３年度に受講した講座は再受講不要
（令和２年度受講分は改めて受講が必要）

…地質各論、自然各論、文化各論、実践者のおはなし、
環境関連法、観光概論、ジオめぐり
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（２）認定試験の受験（筆記）
【認定ガイド】

三陸ジオパーク検定（初級）を受検（令和４年冬 実施予定）
→ 全50問中、35問（７割）以上の正答で合格

※過去問や「三陸ジオパークガイドブック」等から出題予定
【エリアガイド】

専用の筆記試験を受験（令和４年冬 実施予定）
→７割以上の正答で合格

※「三陸ジオパークガイドブック」等から、希望エリアに関す
る出題予定
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【過去問】

①三陸ジオパークのテーマは、「悠久の大地と（ ）と共に生きる」ですが、（ ）の中に

入る言葉は次のうちどれでしょうか？

①歴史 ②海 ③文化

②かつて野田村から北上山地（高地）を越えて盛岡などに塩を運んだ道があります。この道は次の

何と呼ばれているでしょうか？

①ウマの道 ②シカの道 ③ベコの道

２ 認定ガイドになるまで



（２）認定試験の受験（実技）
認定講座（必須・選択）を受講のうえ、受験。

→ 試験は、
・「プログラム実施計画書」による模擬ガイド

※認定講座（必修）で作成
・質疑応答
を下記項目等を審査し、７割以上の評点により合格
※ガイドの際に使用している道具類の持込み、使用は可能
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【評価表】

・「プログラム実施計画書」の内容

・ガイディング内容が正しいか

・ガイドスキル

・認定後のガイド活動をどのように進めていくか

２ 認定ガイドになるまで



（３）その他認定要件のクリア
①救急に関する資格・講習会等

認定登録申請までに受講してください（有効期間：３年）。

※赤十字救急法基礎講習は、盛岡市での開催。
※普通救命講習は、新型コロナウイルス感染症により開催延期と

なっている消防署あり。

※上記に準ずるものも可。ご相談ください。

№ 資格・講習会名 主催団体名

１ 赤十字救急法 基礎講習 日本赤十字社

２ 赤十字救急法 救急員養成講習会 日本赤十字社

３ 普通救命講習会 消防署

15

２ 認定ガイドになるまで



（３）その他認定要件のクリア
②自然案内に関する資格・講習会等

認定登録申請までに受講してください。
※ネイチャーゲームリーダー養成講座を沿岸地域で出前開催予定。
（後日御案内します。）

№ 資格・講習会名 主催団体名

１ ネイチャーゲームリーダー養成講座 公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会

２ 自然観察指導員（NACS-J） 日本自然保護協会

３ 自然体験活動指導員（NEALリーダー） 全国体験活動指導者認定委員会 自然体験活動部会

４ エコツーリズムガイド養成講習会 日本エコツーリズム協会

５ プロジェクト・ワイルド指導者養成講座 プロジェクト・ワイルド事務局

６ プロジェクトWETエデュケーター講習会 公益財団法人河川財団

７ インタープリタートレーニングセミナー（IPTS） 日本インタープリテーション協会

８ グリーンツーリズムインストラクター育成講習会 一般財団法人都市農村漁村交流活性化機構
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２ 認定ガイドになるまで



（４）登録
下記の資料を添付して申請してください。
・ 損害賠償責任保険（証書等の写し）
・ 救急に関する講習受講証写し
・ 自然案内に関する講習受講証写し
・ 顔写真（認定証に貼付）
・ HP掲載情報
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２ 認定ガイドになるまで
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