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1 億 5000 万年前：大
陸の縁に溜まった地層
の変成岩

7500 万年前：
地下深くに貫いたはん
れい岩のマグマ

6000 万年前：
地下に広がった膨大な
花崗岩のマグマ

10 万年前：
古東京湾が広がった時
の堆積物

2 〜 3 万年前：
氷河時代に川が谷を刻
んだ時の堆積物

1 万年前：
縄文時代に再び海が入っ
てきた時からの堆積物

筑波山地域
ガイド
マップ

このジオパークは、
以下の 6種類の岩石
や地層で構成されて
います。

　「２億年の地球の歴史」

　「生き物の多様性」

　「万葉と風土記の景色」

　「石の文化：五輪塔と七福神」

　「土の文化：焼き物の路」

　「里山と古民家を巡る」

筑波山地域ジオパーク推進協議会　事務局
つくば市役所 企画部 科学技術振興課 内
〒305-8555　
茨城県つくば市苅間 2530 番地 2（研究学園 D32 街区 2 画地）
電話：029-883-1111
※受付時間：月～金　9 時～17 時（祝休日を除く）
ホームページ：http://www.tsukuba-geopark.jp/
メール：geo298@info.tsukuba.ibaraki.jp

●東京から
首都高速～常磐自動車道～【土浦北 IC】～国道 125号～
県道 14号～県道 42号

●成田から
国道 408号～国道 125号～県道 14号～県道 42号

●水戸から
常磐自動車道～【土浦北 IC】～国道 125号～県道 14号
～県道 42号

●秋葉原から
つくばエクスプレス→【つくば駅】→筑波山シャトルバス
【神社入り口】→【つつじヶ丘】

●上野から
JR常磐線→【土浦】→路線バス【筑波山口】→徒歩【沼田】
→直行筑波山シャトルバス【つつじヶ丘】

●水戸から
JR常磐線→【土浦】→路線バス【筑波山口】→徒歩【沼田】
→直行筑波山シャトルバス【つつじヶ丘】
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　ジオパークとは、ジオ（地球、大地）を学び楽しみ保全する自然公園です。
筑波山や周辺の山体は、今から７千５百万年前に地下深くのマグマから生ま
れ、その後悠久の時間の中で、氷河の時代を経て地表ともども削られ、現在
の美しい地形が形作られました。最後の氷河が溶け去った後には、今よりずっ
と海が迫っており、現在の東京湾となる海岸は霞ヶ浦の北まで来ていたとい
う歴史も持っています。一方、筑波山の花崗岩は、江戸時代から石材として
筑波地域だけでなく広く国内各地で利用されてきました。さらに花崗岩が風
化した粘土（マサ）を陶器原料として、江戸中期には笠間焼が興り、現在で
はさらに焼き物文化が広がっています。
　日本百名山に数えられ、『西の富士、東の筑波』と称される筑波山は、霊
峰として山自体がご神体とされています。その筑波山を境内とし３千年の歴
史を有する筑波山神社を始め、周辺の地形や歴史文化遺産などは一見の価値
があります。常陸国風土記には神々の記述とともに、この地域の新治・筑波・
信太・茨城に四郡について記され、万葉集には筑波山の歌が多く詠まれてい
るなど長い歴史と独自の文化が息づいており、まさに地質から育まれた自然
と文化の融合といえるものです。

●アクセス

●お問い合わせ
筑波山地域ジオパーク推進協議会　事務局
つくば市国際戦略総合特区推進部 科学技術振興課 内
〒 305-8555　茨城県つくば市苅間 2530 番地 2（研究学園Ｄ 32 街区２）
電話：029-883-1111
※受付時間：月〜金　9 時〜17 時（祝休日を除く）
ホームページ：http://tsukuba-geopark.jp/
フェイスブック：http://www.facebook.com/Tsukubageopark
メール：geo298@info.tsukuba.ibaraki.jp



鳴滝…石岡市
石岡市瓦谷地区の山中に流れる滝です。水量は少ないものの、
数十 m の長さにわたり斜面を伝う清らかな水は、決して枯れる
ことがないと云われています。滝の傍らにある石段を登ると『鳴
滝不動』と呼ばれる小さなお堂があり、昔の人の滝に対する信
仰心や神秘性がうかがえます。また、地元には、『滝の流れる音
によって天気を占った』という言い伝えも残されています。

恋瀬川沿岸（宇治会）…石岡市
筑波山が隆起し始めた 50 万年前以降、海岸位置が繰
り返し大きく前後した時期の、北西から古東京湾に向
かって流れた地層（友部層）や 3 万 2 千年前に噴火し
た赤城山の火山灰（鹿沼軽石層）などが観察されます。

球状花崗岩…石岡市
峰寺山西光院付近の山中に、断崖状の球状花崗岩の原石があり
ます。一見、普通の花崗岩に見えますが、この花崗岩の中には、
黒雲母と微量の石英や燐灰石などを含む玉子状の堅い粒が、不
規則な状態で散在しています。この玉子状の堅い粒は、岩石学
上『球状花崗岩』と呼ばれており、小判の形に似ていることか
ら、『小判石』とも呼ばれています。これは、世界的にも珍しく、
日本では 3 箇所の産地が確認されているだけです。

八郷茅葺き民家群（筑波茅手）…石岡市
100 件近くが保存され、屋根を大きく張り出させた軒の「ト
オシモノ」と棟の端を飾る「キリトビ」が特徴です。筑波
山麓の萱屋根職人はこうした高い技術を持つことから「筑
波茅手」と尊敬の念を持って呼ばれました。

稲田花崗岩：稲田白御影石…笠間市
稲田周辺では、加波山花崗岩が稲田白御影石として採掘
されており、石切山脈とも呼ばれています。国内でも非
常に有名な石材で、その堅牢さ・白さ・美しさから、最
高裁判所、広島原爆慰霊碑、茨城県庁舎など、日本中で
使われています。

雨引観音（筑波山BV）…桜川市
筑波山系北端に位置する楽法寺は雨引観音として知ら
れ、平安時代の延命観世音菩薩が国の重要文化財です。
広大な境内の放し飼い孔雀も有名な一方、筑波山ベスト
ビュー（国土交通省）に選ばれたほど、ここからの筑波
山の景観は見事です。

真壁重要伝統建造物群保存地区…桜川市
400 年ほど前の町割が残る真壁の市街は、平成 22
年に国の重要伝統建造物群保存地区として認定を
受け、現在も江戸初期の町割に多くの町屋、店蔵、
土蔵などが保全されています。

真壁トライアルランド（桃山）…桜川市
筑波山の山麓を形成する筑波花崗岩と、加波山の
花崗岩の地質学的な関係が、モトクロス練習場の
岩床全体で観察できます。ここでは、幸運に恵ま
れればガーネットの結晶が見つけられます。

桜川の源流鏡が池…桜川市
謡曲「桜川」で知られる桜川の水源地であって、いかなる日照
りが続いても、水の涸れることがないという。花園天皇（1308
〜 1318）の頃、夫木和歌抄に「みせみせぬ鏡ヶ池におしとり
はみつから顔をならべてぞいる」は、歌聖紀貫之の桜川の和歌
とともに有名です。とくに新緑に包まれた風情と、秋の紅葉に
映える鏡ヶ池は、多くの人々に情趣をあたえてくれます。

崎浜のカキ化石床…かすみがうら市
霞ヶ浦沿岸の県道沿いに、高さ 5 メートル、幅約 70 メートル
にもわたるマガキの密集化石が見えます。12 万年前を生きた
カキたちの化石。カキは浅瀬に生息するが、ここではカキが次々
に付着し、上へ上へと伸びていった様子を見ることができます。

歩崎観音周辺の地層…かすみがうら市
霞ヶ浦沿岸の県道から、歩崎観音へと続く階段の踊り場
から上へ続く壁の両側に地層が見えます。ここでは、貝
の時代、氷河期の時代など、13 万年ほど前から 7 万年
ほど前までの地層を見ることができます。階段を登り
きった展望台からは、現在の霞ヶ浦を一望できます。

等覚寺の銅鐘…土浦市
元和 8 年（1622）、徳川秀忠が訪れたといわれる由緒あ
る寺です。銅鐘は、常陸三古鐘のひとつで、建永の年号、
筑後入道尊年（小田城を築いた八田知家）鋳顕極楽寺鐘の
文字が刻まれており、国指定重要文化財になっています。

観
る

筑波山地域には、大地の成り立ちから育まれた、自然の見どころがいっぱいです。

特徴的な自然と、その恵みを受けた歴史・文化が息づく、筑波山地域にようこそ！

巡
る

知
る

楽
し
む

百体磨崖仏…かすみがうら市
志筑山と称して古歌によく詠われた閑居山にあります。そ
の昔、弘法大師草創という寺があり、中興の祖乗海の作と
いわれる磨崖仏が、山の中腹に突出した巨岩に、薄肉線刻
で彫られています。像は百体余の地蔵や観音で、俗に百体
観音とも呼ばれ、茨城県下でも珍しいものとされています。

花室川…土浦市
筑波大学付近の田園に源を発し、農業排水を集めて
流れる河川で、流路延長約 10.6km、流域面積
38.8km2 の小さな河川で、住宅や田園の中を流れて
霞ヶ浦に注いでいます。
中流域の河床礫層からは、ナウマンゾウやバイソン
などの大型哺乳類のほか、海生哺乳類であるニホン
アシカの化石が発見されています。

霞ケ浦（西浦）…かすみがうら市
霞ケ浦は、面積約 172km²、海抜高度 0.2m、最大水深 7m
の日本で 2 番目の大きさを誇る湖です。周辺には最大 400
隻の収容能力があるヨットハーバーや、雰囲気たっぷりの土
浦港プロムナードがあります。野鳥の宝庫として知られ、約
150 種類の鳥が飛来してきます。夏には観光帆曳船が登場し
ます。また、釣り場としても有名で太公望が全国から訪れます。

筑波山頂付近の奇岩…つくば市
筑波山は、西側の男体山（871 ｍ）と東側の女体山（877 ｍ）
の二つの峰からなり、山頂付近は斑レイ岩でできています。
斑レイ岩は風化に強く風雨で削られにくいため、周辺より
高い山頂を作っています。
筑波山の斑レイ岩は、およそ 7 千 5 百万年前に地下約 10
ｋｍの深さでマグマがゆっくり冷えてできました。その後
隆起して、上に乗っていた岩石が削られると、上から押さ
えつけられていた力が抜、その時できた多くの割れ目（節理）
がこのような奇岩を作ります。

白滝（閃緑岩岩脈）…つくば市
筑波山麓近くにある落差 15m の 2 段の滝です。山麓の筑波花崗岩
に入り込んだ閃

せんりょく

緑岩は花
かこう

崗岩より風化に強いため削り残され、白
滝を作る段差となっています。滝上に白滝神社が祭られています。

常陸風土記の丘…石岡市
常陸風土記の丘は、古くからうるおいある文化を築き、数
多くの文化遺産や名所旧跡、民俗芸能が伝承されてきた『歴
史の里・石岡市』の歴史的財産を有意義に活用し、歴史、
伝承、体験学習、コミュニティーなど、心ふれあう余暇を
活用するための施設です。また、桜の名所でもあり、園内
には約 500 本の桜があります。ソメイヨシノ、枝垂桜、ボ
タン桜と、約一ヶ月に亘って桜のリレーが見られます。

民俗資料館…笠間市
古い洋風建築の旧宍戸町役場庁舎を利用したもので、
歴史を感じさせる建物内には旧友部町の遺跡出土品、
宍戸城などのコーナーがある民族資料館です。
この建物は、国の登録有形文化財に指定されています。

ビオトープ天神の里…笠間市
笠間市の北山公園南東部約 900m にある田那場池周辺に展
開する里山のビオトープです。池、湿地、林間に「昭和 50
年頃の生き物を呼び戻す」を合言葉に、笠間市とボランティ
アグループ「天神の里を作る会」によって整備されています。

石の百年館…笠間市
日本最大のみかげ石の産地である笠間市稲田に、
採石の歴史を残す貴重な資料館です。平成 25 年度
に稲田駅前に開館する予定です。

上高津貝塚ふるさと歴史の広場…土浦市
縄文時代後・晩期の貝塚で、霞ヶ浦沿岸最大規模
です。土偶や土器、骨角器などが発掘されたこの
貝塚は、出土品の保存状態も良く、昭和 52 年に国
の史跡指定を受けました。隣接する考古資料館に
は、これらの出土品が展示されています。

雪入ふれあいの里公園・ネイチャーセンター…かすみがうら市
筑波山系の雪入山の地形と採石場の跡地を利用して造られ
た公園で、ネイチャーセンター内には、森を模したジオラ
マ展示室や立体ハイビジョンシアター、雪入山の成り立ち
を知ることができる岩石の展示などがあります。展望広場
からは、地平線と霞ヶ浦を望むことができ、ネイチャーセ
ンターを起点とした雪入山ハイキングコースもあります。

フラワーパーク…石岡市
春と秋に 750 品種 30,000 株の世界のバラが咲き
競うバラのテラスや、90 品種 2,700 株のボタン園、
さらには日本一の群生を誇る 100 万株のシャガと
12,000 株のやまゆりなど、筑波山の懐に抱かれた
花と緑の楽園です。

いなだストーンエキシビジョン…笠間市
稲田石の魅力と長年継承されてきた石工技術を多
くの方々に知って頂こうと 2005 年にスタートし
た展覧会です。毎年秋に笠間市にて開催されてい
ます。

地図と測量の科学館…つくば市
地形図を作成する国土地理院の展示移設です。大
画面を指先で楽しめる「３D バーチャルマップ」
では、筑波山が立体的に自由に俯瞰できます。

国立科学博物館筑波実験植物園…つくば市
14 ヘクタールに及ぶ広大な園内に、日本と世界の
植物約 7 千種が生育環境に近い状態で育てられて
います。筑波山に生息するほとんどの植物が観察
できるだけでなく、山の高低分布を平面なジオラ
マで展示した「筑波山の植物」は秀逸です。

地質標本館…つくば市
産業技術総合研究所にある、日本で唯一の地球科
学の総合博物館です。筑波山周辺地域の地質に加
えて、膨大な標本展示や体験学習イベントが行わ
れています。

かすみがうら市水族館…かすみがうら市
霞ヶ浦に生息する魚や、世界の淡水魚などを集め
た水族館です。フナ、コイ、タナゴなどに直接触
れるタッチ水槽が人気で、そのほかにも、円柱水
槽やアマゾンの巨大魚などがいる大型展示水槽な
どがあります。

かすみがうら市郷土資料館…かすみがうら市
お城をイメージした外観が印象的な、歩崎のシンボル。
帆引き船の仕組みや、昔の漁具・農具などが展示さ
れているほか、かすみがうら市の歴史を学ぶことが
できます。４階の展望台からは、霞ヶ浦から筑波山、
晴れた日には富士山まで見渡せます。

土浦全国花火競技大会…土浦市
土浦全国花火競技大会は、大正 14 年から続く歴史あ
る大会です。日本三大花火の一つともいわれ、全国
から集まる花火師たちが文字どおり日本一をかけて
スターマイン、10 号玉、創造花火の三部門で技を競
い合います。土浦の秋の夜空を彩る光と音の競艶は、
まさに感動的。花火師の卓越した技術の発表の場と
して、年々華やかさを増し、見る人の心を魅了します。

帆引き船…土浦市・かすみがうら市
霞ヶ浦の湖面を渡る風を受け、真っ白な帆をはらま
せて進む帆曳船は、この地の夏の風物詩です。明治
13 年に発明された帆曳船は、高さ 9 ｍ、幅 16 ｍも
の巨大な帆を張り、風の力で網を曳き、ワカサギな
どを捕るための船でした。昭和 42 年にトロール船の
普及により姿を消しましたが、現在は観光用として
運航され、霞ヶ浦遊覧船や霞ヶ浦総合公園からその
勇姿を見ることができます。

土浦市立博物館…土浦市
亀城公園に隣接し、土浦城二ノ丸跡に建てられてい
ます。土浦の歴史を紹介する常設展示室のほか、土
浦の歴史からさまざまなテーマを選び、関連した歴
史資料を展示する企画展や特別展を開催しています。
また、子どもたちがビデオやパソコンなどで楽しみ
ながら学べるような工夫もしています。

真壁石燈篭…桜川市
真壁地域は質の良い花崗岩が採れることから、古
くから石を利用してきました。真壁石燈籠として
確認できるものとしては、真壁町の寺院境内にあ
る、文政 7 年（1824 年）に製造されたものが最
古とされています。

笠間焼…笠間市
江戸安永年間（1772 〜 1781 年）より育まれてきた
伝統美に現代の鋭い感覚を加えた笠間焼は、伝統工
芸品から現代的クラフトまで、暮らしに根を下ろし
た生活用品を幅広く生み出しています。また笠間は、
手作り本位な姿勢をとり続ける産地として脚光を浴
びています。

北条：つくば道…つくば市
江戸時代に将軍家光が筑波山神社を造営するため、
山麓の北条地区から筑波山神社まで整備した参詣
道で、石段や石垣の残る風景や、戦国末から町割
ができた北条にある店蔵などが見所です。

筑波梅林…つくば市
筑波南麓に位置し、筑波学園都市から霞ヶ浦まで
見下ろせます。周辺に散在する巨岩は全て筑波花
崗岩の山肌に山頂斑レイ岩が転落したもので、裾
野地形が緩やかな筑波山麓の傾斜を成しています。

筑波山神社…つくば市
筑波男大神（いざなぎのみこと）、筑波女大神（い
ざなみのみこと）の夫婦二神を主神とする全国屈
指の由緒ある名社。夫婦和合、縁結びの神として
広く信仰を集めています。

平沢官衙遺跡…つくば市
古代に筑波郡の郡役所があったところと推定され
ており、国の史跡に指定されています。

石造物…つくば市
筑波山地域には、変成岩や花崗岩が広範囲に分布し
ていたため、この地では古くからそれらを使った石
造物（板碑・五輪塔など）がいたるところにあり、そ
の多くは県や市の指定文化財となっています。

吾国山…笠間市
筑波周辺の花崗岩類が貫く前にあった、最も古い時
代の地層であるジュラ紀のコンプレックスの変成岩
があります。山頂は池の台国有林で、低山ですがブ
ナの大木も見られ、その足下には有名なカタクリの
群生が広がっています。

真壁のひなまつり…桜川市
この地区は歴史ある町割りの中、300 余棟を超える見世蔵、
土蔵、門などが軒を連ね、その内の 99 棟が国の登録有形
文化財に登録されています。平成 22 年 6 月 29 日には国
の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。ひな
まつり期間中は、そうした風情ある町並みの中に江戸から
明治、大正、昭和、平成までのひな人形、手作りのつるし雛、
地元特産のみかげ石で作ったひな人形などが飾られます。

石匠のみち（岩瀬）…桜川市
国道 50 号岩瀬バイパス沿いには、羽黒糠目石と呼
ばれる真壁花崗岩による 14 の彫刻作品が配置さ
れ、「石匠のみち」として景観整備がされています。

つくばりんりんロード（筑波山BV）…桜川市
桜川市犬田からつくば市を経て土浦市川口を結ぶ
40.1km のサイクリングロードは、旧筑波鉄道の
架線敷地を利用したもの。桜川市内真壁以北から
の筑波山の眺望は筑波山ベストビュー（国土交通
省）にも選ばれています。

まちかど蔵『大徳』、『野村』…土浦市
江戸時代末期からの商家・呉服商『大徳』の見世蔵・
袖蔵・元蔵・向蔵を改装し特産品の販売や市民交
流の場としての開放、郷土・民俗・予科練資料の
展示，観光案内などに利用しています。

桜川…土浦市
茨城県南西部を流れ霞ヶ浦に流入する利根川水系の一級河
川です。桜川市北部、岩瀬地区の鍬柄峠付近にある鏡ヶ池
に源を発し南へ流れ、土浦市の JR 土浦駅付近で霞ヶ浦に
注いでいます。世阿弥の謡曲「桜川」で有名です。磯部稲
村神社を中心として、古くからの桜の名所であり「西の吉
野と東の桜川」と並び称されています。


