室戸ジオパークキャッチコピー�応募一覧
NO

作品

思い

1

遊びたおそう�ジオパーク室戸

室戸に観光に行ったことがあります。とてもすばらしい景色でした。ジオパークにいっぱい足を運んで、遊びつくして欲しい
ものです。

2

アーチスト室戸�彫刻した地球

上空から見る室戸の造形美

3

むろとにきたらなにたべる？

室戸のおいしい食べ物をみんなに食べてもらいたいから。

4

さあ行こう�あなたと大地の�共生体験に

室戸ジオパークに出掛けて、地元の人達と森・川・田畑・海などに遊び、学ぶことにより、室戸の自然の良さを体験してもら
いたい

5

地学から室戸探索・アプローチ

正に地学の宝庫

6

大地の生まれるところ、室戸

隆起して出来た土地が多いことから、考えました。

7

地球の素顔、のぞけます

子どもから高齢者まで、分かりやすくてワクワクする言葉を選びました。

8

ジオパーク�育て守って�未来へと

地球の未来を見つめ、ジオパークの創造や育成、保護はこれからも大切です。

9

地球探検に出かけよう。

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を探るにふさわしい地
域です。そこで、室戸ジオパークから地球の不思議を探る旅、「地球探検に出かけよう。」と訴えます。

10

室戸で探ろう、地球の不思議。

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を探るにふさわしい地
域です。そこで、室戸ジオパークから地球の不思議を探る旅に出かけよう、「室戸で探ろう、地球の不思議。」と訴えます。

11

室戸で探ろう、地球のミステリー。

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を探るにふさわしい地
域です。そこで、室戸ジオパークから地球の不思議を探ろうとの意味で、「室戸で探ろう、地球のミステリー。」をキャッチコ
ピーと致しました。

12

きときと（��）いっぱい食うか~い？

きときとは"新鮮"や"生き生き"という意味で「食うか~い」と空海をひっかけています。

13

列島が産まれた頃の室戸だよ

ジオパークとは、を理解してもらう。子供たちにも興味を持ってもらうこと。

14

地球を顕微鏡で見たら

ジオパークというのは、大きな意味での地球の縮図を見られるところ。そういう認識です。青い地球を顕微鏡で覗いたら、こ
んな素敵な発見があった！そういう想いを体験できるところ。との願いを込めて、キャッチコピーにしました。

15

室戸を知ろう、地球を知ろう、世界ジオパークで

海と陸、この地球や大地のドラマをジオパークで。室戸から世界に発信してみてはと考えました。

16

大自然�ギュッと室戸の�ジオパーク

大自然あふれる室戸の地に大自然をギュッと凝縮した素晴らしい「室戸ジオパーク」

17

見所いっぱい 地球とあなたを結ぶ 室戸ジオパ−ク

行って自分の目で、海と陸の出会いの凄い場所を見てもらいたい。

18

大地が躍る

大地が形成のエネルギーを感じさせる景観は、まるで大地が躍っているようです。

19

海と大地の歴史公園

盛り上がる大地と海に囲まれた豊かな自然。その中で暮らしてきた人々の歴史。これらを知る事で自分と自然のかかわり
について考えていただけるよう、想いを込めました。

20

聞こえるか、大地の声

ダイナミックな大地を見た人々に、「聞こえるか、大地の声」と語りかけるようなキャッチコピーです。

21

大地の恵み�夢ロマンに逢える

スケール感と大いなる想像をイメージ。

22

地球を感じる。室戸を観じる。

地球のダイナミズムを体感する。室戸を訪れて観光する、そして観ずる（心を静めてありのままをながめる。空海の悟りに
通じる）ことをイメージしました。

23

ここはどこなの？ジオパーク

日本なのに日本じゃない、この風景。

24

大地の不思議に愛に恋。

悠久のロマンをイメージし、逢いに来いにも通じる。

25

世界から室戸ほぐし水ジオパーク世界へ

室戸ジオパークを世界の！ほぐし水に

26

くすぐるよ�地球も君の�知りたい！も

室戸ジオパークが知的好奇心をくすぐることをユニークに表現しました。

27

楽しいね�大地のなぞとき�心のときめき

室戸ジオパークを訪れたら、みんなこんな気持ちがするんだろうなという想いを、キャッチコピー作品にしました。

28

育てていきたい！�地球ファン。

世の中にはいろんなファンがいますが、こんなダイナミックなファンは、室戸ジオパークならではでしょう。

29

大地、大すき。無限大。

大地（地球）のことをずっと好きでいてほしいから。

30

地学をもっと近くに。

「地学」と「近く」で韻を踏んだ、シンプルで分かりやすいコピーにしました。

31

地球のヒミツ�みてごらん

室戸には地学オタクの好奇心をくすぐる場所、モノがたくさんあります。枕状溶岩、波食台、砂岩脈、漣痕、褶曲、リップル
マーク、そしてタービダイト層どこに行っても見どころ満載です。室戸のこと、調べました。10月の3連休、飛行機で行きま
す！タモさんに来てほしいですね観光課の方、頑張って！！

32

太古の躍動。

日本なのに日本じゃない、この風景。

33

新発見！�室戸さんかくジオパーク

出会い・発見のコンセプトです。

34

新しい出会いかならずジオパーク

出会い・発見のコンセプトです。

35

忘れない忘れられないジオパーク

一度行ったら忘れられない何時までも思い出に残る室戸ジオパーンです。また行ってみたくなる所です

36

ジオパークへ行こうトムソーヤになろう

町歩きでジオパーク巡りトムソーヤの冒険気分になれるワクワク感があります

37

地球の息吹人と自然と文化にふれるジオパーク

生きている地球が感じられ自然の息吹と人と町の文化もよく分かるジオパーク巡りが出来ます

38

太平洋ひとり占め 室戸ジオパーク

室戸ジオパークでは雄大な太平洋をひとり占めできます。

39

絶景にグの音もでない室戸ジオパーク

室戸ジオパークの素晴らしさに接するとグの音もでません

40

夕日の沈む音が聞こえる室戸ジオパーク

絶景の室戸ジオパークでは夕日が沈む「ジュッ」という音が聞こえてきます。

41

地球と人を�語る�室戸ジオパーク

地球の成り立ちとそれに適応し利用してきた人類の歴史を語ってくれます�室戸ジオパーク

42

室戸もろとも盛り上がれ。

43

室戸の時間は盛り上がる。

44

地球って�すごいパワーが�あるんだね

45

地球発見!すごいぞ室戸ジオパーク

46

五感じゃ足りない！

47

地球と対話できる場所

48

地球を直に感じる！

ジオパークは地球を直に感じることができる貴重な場所です。その思いを簡潔にあらわしました

49

地球と遊ぼう、室戸の地

室戸ジオパークで地質を学ぶことに地球が身近に感じられます。

50

大地って、生きてるんだ。

室戸ユネスコ世界ジオパークで実感できる一番の驚きを、そのまま表現しました。

51

深海を歩こう。

室戸ユネスコ世界ジオパークでしかみられない、数千万年前の海底の様子を、歩いてリアルに実感しよう、呼びかけまし
た。

52

自然に、ココロが、もりあがる。

室戸ユネスコ世界ジオパークでしかみられない神秘的な大自然。自然を、名詞と副詞に使いました。

53

深海を歩こう。大地に聞こう。

室戸ユネスコ世界ジオパークでしか体験できない科学的な体験を、対句で表現しました。

54

生きてる大地、科学するワタシ。

室戸ユネスコ世界ジオパークでしか体験できない科学的な体験を、対句で表現しました。

55

ジオパーク 此処から世界が 捲れます

56

軌跡 奇跡

地球のが生きてきた軌跡、それはもはや奇跡の重なり。その思いを簡潔に示しました。

57

室戸ジオパーク、そっくり地球科学館。

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を探るにふさわしい地
域で、そっくり地球科学館といっても過言ではありません。

58

室戸で体感！自然と人との共生

室戸は大地が盛り上がり続けている希有な地域であり、
人びとがその躍動する大地と共生してきた土地である。
室戸を訪れ、自分の体で実感して欲しいという願いを込めて。

59

室戸で体感！�躍動する自然と人との暮らし

60

躍動する室戸の陸と海！�地球は生きている

61

ジオラマでない世界

室戸ジオパークは、まさに大自然が創り出した地形で、立体模型のような、いわゆるジオラマとは違った世界が待ってい
る。「ジオ」を掛けています。

62

旅なら 太古の地球息づく自然の宝庫 室戸ジオパ−クへ

是非室戸旅行で、海と陸の出会いの凄い場所と美しい自然を見てもらいたい。

63

アクティブ！�まったり、室戸ジオパーク

アウトドアもインドアもみんなで楽しめる場所。

64

四国の最南端。室戸岬を観に来てみませんか

南国土佐を後にして。の歌をよく歌いました。一度は訪れてみたいと思いつつ時間が過ぎました。懐かしさがこみ上げてき
ました。

65

お大師も名前を変えた�室戸ジオ

お遍路で室戸岬に行きました。いいところですね！がんばってください。

66

行こう！�地球の息吹き感じる室戸へ

大海・太平洋に臨む室戸は大地が盛り上がり続けている希有な地域。
その地に住まう人びとは、躍動する自然を身近に感じながら生活してきた。
多くの人びとに、ぜひ室戸を訪れ、地球が生きていることを体感して欲しいという願いを込めて。

67

地球の息吹き�室戸で感じて。

大海・太平洋に臨む室戸は大地が盛り上がり続けている希有な地域。
その地に住まう人びとは、躍動する自然を身近に感じながら生活してきた。
多くの人びとに、ぜひ室戸を訪れ、地球が生きていることを体感して欲しいという願いを込めて。

68

ジオパーク�自然の仕組み�学ぶ場所

ジオパークの取り組みを�子供や大人まで�(知る)事から始めれば、自然の大切さが分かってくると思います

69

ジオパーク�環境保護を�守り抜く

崩れ行く環境を守って行くために私たちは出来るところから始めていく必要があります。その一環としてジオパークの存在
を忘れてはならないと思いました。

70

旅に出よう 太古の息づく自然の絶景 室戸ジオパ−クまで

旅行に行こう、太古の絶景室戸ジオパ−クに来て下さい。

71

ムービング室戸

悠久の時、海と陸が過去から現在未来に向かい、常に動いている(moving：生きている、感動させる)室戸ユネスコ世界ジ
オパークと、室戸市民の現在から未来へ明るく、躍動感溢れ発展する室戸市を重ね合わせてイメージし、インパクトがあり
覚えやすいフレーズで表現しました。(ムービングの「ム」は、室戸の「ム」にも掛けています。)

室戸ジオパークは今も大地が隆起し続けているまさに現場です。君も一緒に盛り上がってみよう。ユネスコ世界ジオパーク
認定で盛り上がっている室戸を訪ね、君も一緒に盛り上がろう。これらのメッセージでわくわくするジオパークを表現しまし
た。
大地が隆起することで、太古の地層や生物、人の営みまでも蘇ります。まるで、時間が盛り上がったようです。盛り上がる
室戸の大地でジオや文化に触れて、楽しい時間を過ごそうというメッセージを込めました。

地球を知り、歴史や文化に思いをはせる場所ジオパーク。
簡潔に「地球発見!」として、より興味を持ってもらえるよう「すごいぞ」と強調いたしました。
また、室戸ユネスコ世界ジオパークは、語呂を優先して、簡略化いたしました。
室戸ジオパークを、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の他に、心でも感じて欲しいという思いを込めてつくってみまし
た。
ジオパークは地球がつくった美術館。その広大な作品に抱かれれば、地球の声が聞こえてくる。話しかければ応えてくれ
る。

時には荒々しく、時には穏やかな大海・太平洋に臨む室戸は大地が盛り上がり続けている希有な地域。その地に住まう人
びとは、躍動する自然と共生しながら生活を営んできた。その有様を、ぜひ室戸を訪れ、自分の目で感じて欲しいという願
いを込めて。
大海・太平洋に臨む室戸は大地が盛り上がり続けている希有な地域。
その地に住まう人びとは、躍動する自然を身近に感じながら生活してきた。
多くの人びとに、ぜひ室戸を訪れ、地球が生きていることを体感して欲しいという願いを込めて。

72

ムービングむろと

悠久の時、海と陸が過去から現在未来に向かい、常に動いている(moving：生きている、感動させる)室戸ユネスコ世界ジ
オパークと、室戸市民の現在から未来へ明るく、躍動感溢れ発展する室戸市を重ね合わせてイメージし、インパクトがあり
覚えやすいフレーズで表現しました。(ムービングの「ム」は、室戸の「ム」にも掛けています。)

73

自然 ヒト＝室戸ジオパーク

悠久の時の流れの中で築き上げられた自然と，その自然と関わってきた人々とが紡ぎ合ってきた結果，室戸ジオパークが出
来上がった，というイメージで作成してみました。

74

地球を学ぼう！室戸ジオパーク

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を探るにふさわしい地
域で、まさに地球を学ぶ絶好の地であるといえるでしょう。

75

いごっそうの岩�はちきんの海�室戸ジオパーク

意固地なほど頑健な岩場と豊富な産物をもたらしてくれる働き者の海どちらも魅力的な室戸ジオパーク

76

大地のムービング

悠久の時、海と陸が過去から現在未来に向かい、常に動いて (moving：生きている、感動させる)新しい大地が生まれる
室戸ユネスコ世界ジオパークと、室戸市民の現在から未来へ明るく、躍動感溢れ発展する室戸市を重ね合わせてイメー
ジし、インパクトがあり覚えやすいフレーズで表現しました。

77

太古との対話

室戸ジオパークで、太古からの歴史を感じながら、太古の昔との対話を体験する。

78

五感で探ろう まるごと地球体験

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を五感をフル稼働させ
てまるごとジオ体験のできる地球科学館であることをアピールします。

79

五感で探ろう まるごとGeo Park

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を五感をフル稼働させ
てまるごとジオ体験のできる地球科学館であることをアピールします。

80

室戸にて地球の鼓動感じたい

81

楽しくて時計進めるジオパーク

82

地球の鼓動聞こえるかい？

83

出かけよう 室戸ジオパ−クで 太古の絶景体感

84

生きている地球の証�ジオパーク

85

丸ごと楽しむ�室戸の自然

86

ワンダフル！ここから地球が捲れそう。

87

高知、室戸・遠洋漁業 ジオパーク

奇岩の室戸岬と遠洋マグロ漁業基地

88

地球の解剖��室戸ジオパーク

地球の歴史、成り立ちを切り開いてご覧に入れます！

89

自然と人の共生を�聞いて見て触って食べて体験

室戸ジオパークに行って、山・川・海の自然や生物について、聞いて・見て・触って・食べて、人と自然の共生を実体験する
ように呼びかけたい。

90

いでよっ�大地

イメージとしては��魔法使いが
大地を償還する�魔法を�発動中って感じになります

91

地球のいいね！が聞こえてくるよ

生きている地球を実感することが出来る室戸世界ジオパーク。
隆起した陸地や、美しい海、美味しいもの、文化、それら全てを「いいね！」で表現し、誰にも覚えやすく、一言でアピールで
きるよう考えました。

92

黒潮のパワースポット�室戸ジオパーク

ジオパークはここへ来ると老若男女みんな元気がもらえます

93

不思議探ろう、地球博物館in MUROTO

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を探るにふさわしい地
域で、地球の不思議を探る、そっくり地球博物館といっても過言ではありません。

94

地球なんでも科学館 ジオパークin室戸

海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線としての室戸ジオパークは、地球の過去・現在・未来を探るにふさわしい地
域で、そっくり地球科学館といっても過言ではありません。

95

地球にびっくりジオパーク

高知県出身の知人にジオパークのことを聞いてみるとすごい、雄大と言っていました。自然の力にびっくり驚くそうです。だ
からこのキャッチコピーにしました。

96

地球にびっくり！ジオパーク

高知県出身の知人にジオパークのことを聞いてみるとすごい、雄大と言っていました。自然の力にびっくり驚くそうです。だ
からこのキャッチコピーにしました。

97

自然にびっくり！ジオパーク

高知県出身の知人にジオパークのことを聞いてみるとすごい、雄大と言っていました。自然の力にびっくり驚くそうです。だ
からこのキャッチコピーにしました。

98

自然にびっくりジオパーク

高知県出身の知人にジオパークのことを聞いてみるとすごい、雄大と言っていました。自然の力にびっくり驚くそうです。だ
からこのキャッチコピーにしました。

99

タービダイト層って何？

室戸には地学オタクの好奇心をくすぐる場所、モノがたくさんあります。
枕状溶岩、波食台、砂岩脈、漣痕、褶曲、リップルマーク、そしてタービダイト層どこに行っても見どころ満載です。

実物で遊び学んでいると、時間の経つ速さも実感出来る

室戸ジオパ−クに行って、太古の世界を体で感じて欲しい。

長い時間をかけて創られた地球からの贈り物

100 室戸で感じて ジオの世界 感動パーク

ジオパークの世界観は、行けば感動を感じとれる意味で考えました。

101 大地・海原・人々の鼓動

陸の躍動、海のうねり、人々の暮らしが合わさった室戸ジオパークの生き生きとした様子を、できるだけ短い文章に表そうと
努力しました。

102 ここでキミは大地誕生の目撃者になる！

室戸の海や大地は生きている。今この瞬間も活動している。だから室戸ジオパークを訪れる人々は、まさにリアルタイムで
大地の誕生、形成過程の一場面を目撃しているということになる。

103 体感しよう！海と大地のエネルギー

室戸の海や大地は生きている。今この瞬間も活動している。だから室戸ジオパークを訪れる人々は、地球の鼓動を、海と大
地のエネルギーを、体で感じることができる。

104 隆起する大地と人の共生
105 地球の不思議�来て見て感じて再発見！

室戸ジオパークは、来て見て始めてジオパークの素晴らしさを再発見し、ジオの不思議を感じます。

106 海と大地がきらめく�室戸ジオランド

室戸の海と大地の自然美が素晴らしいです。本当に半島にいることが実感できます。

107 地球の鼓動が聞こえます

室戸岬にいると、地球の鼓動が本当に聞こえてくるような感じがします。

108 地球の未来と出会いたい

室戸ジオパークは地球の歴史を語ります。そして、地球の未来を予感させます。

109 素晴らしい�大地と海です�不思議です

室戸ジオパークは大地と海が素晴らしいです。そしてジオパークの不思議さを実感できます。

110 波打ち際は、波打ち牙。

地図で見ると動物の牙のようにも見える室戸岬の地形は、波の力で作られました。

111 大昔から四国の最先端です。

地質学で最新の研究の舞台となる室戸岬は、長い歴史の中でとがった地形になりました。

112 地球は生命、岬に証し。

室戸岬の地形が物語っているように、地球は長い歴史の中で変化し続ける生命体です。

113 足あとを岬に残そう。

実際に室戸岬に訪れることで、スケールの大きさを体感し、後世まで保存し語り継げます。

114 室戸岬は隆起と勇気。

室戸岬の平地は海底の「隆起」でつくられ、今を生きる私達に自然や歴史と向き合う「勇気」をくれます。

115 波打ち際ールド。

打ち寄せる波でつくられた室戸岬の海岸線を「波打ち際」、ジオパークの楽しさを「ワールド」で表しました。

116 海の終わり、陸の始まり、室戸岬。

室戸岬は海に突き出しています。地図上でも地形ができた歴史上でも、「陸の始まり」です。

117 地球史の最先端へ。

室戸岬の海に突き出た地形と、地質学の未来を「最先端」で表しました。

118 先っちょには訳がある。

先のとがっている室戸岬の地形は、地球の自然の力が大きいことを教えてくれます。

119 地球と握手�人がつなぐ

地球への親近感。人・人・人が継承します。

120 地球の岬�土佐の指笛�うねる感動むろと

地球の極限。土佐・室戸の歴史も文化も指笛の如く指針してくれる。

121 観る＋学ぶ＋食べる＝楽しい�室戸ジオパーク

ジオパークの本質である見て学んで楽しむを科学らしくたし算を使い表現しました。

122 海と山が出会う町�むろと

室戸といったら、山と海がせまっていて、とても魅力的だから

123 ここ一つで夏休み研究
124 室戸でたむろっと！

たむろっとは「屯う」とひっかけ色んな人が寄り集まるという意味です

125 新しい大地の歴史発見！
126 大地の声をききにきや

なんとなくおもいつきました

127 室戸ぜよ

岩のデコボコしたかんじと、坂本龍馬がが使ってた土佐弁あたりを意味して

128 海と大地と歴史の産物

地球の大自然と長い長い時間が生んだジオパーク、そして、そこに住み生活をする人間とその地より生まれし産物

129 海と大地と時と人

地球の大自然と長い長い時間が生んだジオパーク、そして、そこに住み生活をする人間とその地より生まれし産物

130 きてみぃや、よってみぃや�自然あふれるこの大地

きてほしいから

131 動植物がたくさんくらす町�室戸

室戸には植物や動物がたくさん暮らしているから

132 高知の思い出！！

むろとは高知の思い出になったのでこのキャッチコピーにしようと思いました

133 室戸のなぞをかい明しよう。

ここにきて室戸にはなぞがたくさんあるんだなあということが分かったのでそれをかいめいしようと思いました。

134 室戸の大地は自然の博物館

室戸は博物館、資料館などの建物はありませんが室戸の自然そのものが博物館なんです！！

135 いごっそ、おもくそ、楽しい高知県
136 体験してわかる地殻変動�深海の不思議�室戸ジオパーク

目で見てわかる室戸ジオパークの素晴らしさを表現しました

137 太古からの地殻変動目のあたり�室戸ジオパーク

目で見てわかる室戸ジオパークの素晴らしさを表現しました

138 自然がいっぱい！
139 いいところ、室戸！！

来てみていいところだなぁと思ったから

140 ぜーんぶ大好き室戸♡、また来たいむろと♡

ダイビングで来た海も空も道端の南国風の草も花も飲み物も大好きです

141 自然のいだいさに気付き、学ぶ場所

ジオパークセンターで、私も自然の偉大さを学んだから

142 みんなきてね。

たのしかったから

143

室戸が作った時代（とき）現在（いま）自然�自然とともに生き
いつ起きるかわからないじしん、自然にはさからえない
る

144 むろでジー・オー・パー

（じゃんけぽんのイメージ）

145 いつでも楽しいことがまちゅうよー

いつ来ても楽しいから

146 こじゃんとMUROTO

こじゃんとおいしい�こじゃんとたのしい

147 高知の宝石箱

高知にはたくさんのおいしい食べ物や自然があるから

148 「室戸から大地の歴史を感じよう」

室戸の成り立ちから日本の大地の成形を感じることができるのでそこを全面に！

149 大地のことが分かる場所

自然とか大地のことがたくさんあってとても勉強になったから

150 あちこちに歴史の匂うジオパーク

ジオパークには海から山から川から野外からそして歴史の風が常に吹いていることを感じています。室戸は風がほとんど
吹かない日はないですので室戸のかぜ＝ジオの風だとも。

151 耳寄せれば古代の風の音がする

ジオパークには海から山から川から野外からそして歴史の風が常に吹いていることを感じています。室戸は風がほとんど
吹かない日はないですので室戸のかぜ＝ジオの風だとも。

152 風の音が古代を語るジオパーク

ジオパークには海から山から川から野外からそして歴史の風が常に吹いていることを感じています。室戸は風がほとんど
吹かない日はないですので室戸のかぜ＝ジオの風だとも。

153 室戸の「いいね」がつまった場所

おぼえやすく、うけいれやすくしたかったから

154 全力！室戸ジオパーク宣言！

1人のジオパークではない、1人1人の力を地層のように重ねていって皆のジオパーク、一つの大きなジオパークになって
ほしいという気持ちをこめました。

155 タイムトラベラー室戸

室戸を形成する自然・歴史・文化・食材・人・知恵・・・その全ての要素ははるか昔から連続と続く地球の営みの上に成り
立っています。過去、現在、そして未来を大地を通して眼前に一度に見ることができる室戸。その美味しさに触れたとき、
その室戸人気質に触れたとき、一気に地球の営みにまで思いを馳せることができる。時空を超える感じを表現してみたい
と思いました。

156 地球は動いとるけんのー

くねくねしていて動きが見える

157 室戸ジオパークは海や山の大地を感じる所

室戸ジオパークはちょくせつ海や山の大地を感じれるから

158 がんばれ！くじら

いま、くじらがへっているから

159 大しぜんのたからもの。

しぜんの中でたいせつにしないといけないものなので

160 心もからだもおだやかになるところ
161 自然をそのまま感じてみよう。

ジオパークに今よりも多くのお客さんが来てほしいから

162 岩と海にかこまれたサバイバル

岩と海のことをかんがえたら思いついた

163 散歩で発見！！

車で行くより、歩いて自然にふれたりするほうが発見がたくさんあるから。

164 これこそ自然の宝石箱じゃ~

特にありません

165 石・岩・大地のめぐみジオパーク
166 海、空、大地、ときどきジオパーク

わかりやすいのがいいと思ったから

167 ここから高知を世界へ発信
168 自然でできたジオパーク

自然がいっぱいだから

169 豊かな自然�世界遺産
170 空・海・大地のめぐみ、ジオパーク

美しい海と空にかこまれた自然豊かな室戸ジオパークは、まれにみる大地のめぐみにより出来上がっていることをアピール
したい

171 ジオパークで自然の力をかんジオ

かんじようをかんジオにしてみた

172 ねっこが見えるぞジオパーク

いっぱい人が来てほしいから

173 岩がでかくてすごい。

室戸のジオパークといえば岩だからこの感想にしました

174 うみがひろいぞジオパーク

うみがきれいでぜひ泳いでほしいから

175 中に入ると、おもしろい！！

ほんとに中に入ると、おもしろい物がたくさんあります

176 海と自然にかこまれた大地

室戸に人がもっときてほしいからです

177 自ぜんなだいち

自然がいっぱいだから

178 きら川はみんなのいのち

きら川はみんなが来てくれるから考えました

179 海は広いよむろとジオパーク

海が広いしきれいだからかんがえました

180 みんなでジオパークに来てね。

ジオパークにいろんな人が来てほしいから

181 ジオパークを学ぼう

ジオパークに来た人に、いっぱいジオパークについて学んで広げていってほしいから

182 その目で見てください、ジオパーク！

室戸の良いところをたくさん見てほしい

183 大地の歴史、大地の奇跡

昔から起こってきた地震とかで奇跡的にできたのが室戸だから

184 自然がいっぱい

自然がいっぱいだから。海、山、とかジオパークとか

185 室戸の自然の息吹を感じよう�~自然と共に生きていく~

室戸の山と海を楽しんでもらいたいというのと、自然の中で暮らしているので他県の人にも室戸の良さを知ってもらい、訪
れる人を増やしたいという思い

186 室戸は自然がキレイ

そしたらどんなところがきれいなのか、みんなの興味をひける

187 自然豊かな大地と海�室戸世界ジオパーク

室戸全体を表した

188 奇跡の大自然公園

たくさんの貴重な自然記念物があるジオパークだからこそ付けられたキャッチフレーズ

189 室戸もんに会うてみいや！
190 走れ！ジオパーク！

メロスのように生きていこう。ジオパークが全国で有名になるようつき進めますように。

191 見よ！この室戸のでっかい岩を！

県外の色んな方にも室戸のすごく大きくてりっぱな岩をしってほしいです。

192 地球の力を感じる室戸岬

最も新しい大地ができる室戸岬のことを伝えたいから。

193 室戸しっちゅー？良いとこながよ！きてみーや！まちゆーで！

めずらしい土佐弁をつかいたかった

194 集まれ！ジオっ子！むろとっ子！

キャッチフレーズの響きがとても良いと思いました。自然やジオパークに興味がある人（ジオっ子）地元、室戸に住んでいる
人（むろとっ子）にジオパークの素晴らしさを知ってもらい、たくさんのジオっ子とむろとっ子にジオパークに来てもらいたいで
す。

195 高知の右下�歴史の岩山�綺麗よ星空きてみ~や！

高知県の右下にあるし、岩は歴史があるし、星空はとてもきれいだから。

196 地球のとなり！

地球の息吹を感じられる場所と言ってしまうとかた苦しいのでみんなにわかりやすくてかわいくしました。

197 新たな発見の地

室戸市で新たな発見、出会いをしてほしいと思ったから

198 自然と歴史が創り上げた大地
199 大地の恵み�海の風�全てはきっとここから始まる

たくさんの自然はジオパークから始まり、ここで自然の恵みを受けることができるから。

200 室戸の岩はまじ「卍」（まんじ）

室戸に人が来てくれるように

201 心も身体もはずむ室戸

楽しいイメージ�元気な

202 �じゆうで�おおらかな�室戸人

ジオの事を込めたキャッチコピー

203 自然と共存できちゅう街�室戸

室戸の良さを伝えたい

204 地球の素顔、のぞけます

子どもから高齢者まで、分かりやすくてワクワクする言葉を選びました。

205 とがってるだけじゃなかよ

岬の先はとがってるし、タービダイト層の岩もとがっているが、人の心は優しくて丸いので。

206 海底より産まれし室戸�神秘の宝庫

少しずつ隆起してできあがった室戸の地層�山海の恵みも豊かであると伝えたい

207 室戸は自然のパレット~私たちが筆（しゅやく）~

山・海・岩・空・特産物などいろいろなものがあり、たくさんの色に囲まれているから。

208 気持ちも大地も隆起します。

室戸に来て、ジオパークを見るとテンションがあがり室戸の大地はりゅうきしつづけているから。

209 生き続ける室戸

何年、何十年経とうと、とだえることがないという意味です

210 めったにないが、いっぱいある

めずらしいものがいっぱいあるってすごいと思ったから。

211 ▽から○い地球を感じよう！

ジオパークは、ふだんできない発見や体験ができ、子どもや大人にとって、驚きの連続、大地の冒険、ができそうです。さ
んかくジオパークから、丸い地球の自然の大地を感じよう

212

ここには ほかにたとえようもない モノがある。室戸ジオ
パークには、他にないものばかり・・・

知人が高知出身で、よく、室戸の荒々しく雄雄しい大自然の話を聞き、私が体験したいモノそのものである

213 最先端がここにある

室戸岬のとがり方の最先端と先行く最先端で

214 空と海過去と未来と室と外

いろんな出会い発見ができる場所をあらわしました

