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1 トビシマカンゾウ
2 真禅寺の鍋倉の滝〜真野の滝
3 大椋神社の大
4 千枚田
5 加茂湖の自然
6 爪の沢キャンプ場
7 紅葉山公園
8 川茂五所神社の神木
9 和木山の栃林
10 諏訪山・城ヶ平
11 法乗坊のエドヒガン
12 田切須地区の照葉樹林帯
13 金北山
14 小木の海岸美
15 梅津地域
16 一ノ宮周辺
17 真野湾
18 乙和池の浮島と植物群落
19 七浦海岸
20 佐和田海岸
21 ドンデン山
22 経塚山・真野放牧場
23 外海府海岸
24 朱鷺とその生息周辺
25 東海岸の名所
26 佐渡そば
27 おけさ柿
28 佐渡産味噌
29 佐渡イカ
30 佐渡エビ・カニ
31 佐渡産牛
32 おこし型・やせうま
33 佐渡の地酒
34 鮎の石焼き
35 佐渡産海藻
36 佐渡かき
37 タラ沖汁
38 佐渡寒鰤
39 佐渡産山菜
40 いごねり
41 佐渡アワビ
42 佐渡にしめ
43 佐渡産コシヒカリ
44 沢根だんご
45 あごだし
46 一般建造物
47 寺社建造物
48 木食仏
49 佐渡の博物館・資料館
50 佐渡の遺跡
51 近世の流人達
52 佐渡金山遺跡と相川
53 佐渡の神社（式内社）
54 佐渡の御堂
55 佐渡西三川金山遺跡
56 両津港
57 石造物群
58 佐渡の信仰
59 佐渡の仏像
60 城跡
61 銅鐘
62 中世の流人達
63 佐渡の能
64 佐渡七福神めぐり
65 相川街道
66 伝統工芸 竹細工
67 裂き織り
68 孤蓬遠州流生花
69 白山丸
70 オカリナ工房
71 蝋型鋳金
72 能面・人形頭 10 体
73 技能伝承展示館
74 羽茂萬葉・連歌・短歌・俳句
75 桑原義泰
76 （八幡）桐たんす
77 文学碑
78 無名異焼
79 佐渡版画村美術館
80 日本アマチュア秀作美術館
81 相川の祭り
82 山王祭
83 羽茂の祭り
84 小木港祭り
85 稲鯨祭り
86 新保八幡宮祭り
87 新町祭り
88 民話の里
89 羽黒神社祭り
90 久知八幡宮祭り
91 片野尾歌舞伎
92 小獅子舞（8 種）
93 大崎のちょぼくり
94 白刃
95 佐渡の民謡
96 鬼太鼓
97 佐渡の人形芝居
98 胴押し
99 能楽（薪能）
100 お田植え神事

1 トビシマカンゾウ ( 大野亀）
大佐渡の北の海に突出する亀形の大岩塊「大野
亀」ではトビシマカンゾウの日本一の大群落が
見られる。毎年6月の第1日曜日に佐渡カンゾウ
祭りが行われ大いに賑わう。

14 佐渡の海岸美（矢島・経島）
矢島・経島は、小木海岸の西側に位置しており、
国の天然記念物・名勝地に指定されている。入江
では気軽に「たらい船」体験もできる他、高速ボー
トによる小木海岸名勝地めぐりも行われている。

18 乙和池の浮島と植物群落
池の中の浮島は、日本の湿原性浮島の中で最大である。
周辺に群生している200種類の植物やブナの古木は県
の天然記念物に指定されている。毎年7月23日には、乙和
池の霊を慰めるため「乙和池まつり」が行われている。

19 七浦海岸 ( 高瀬の夫婦岩）
七浦海岸は典型的な隆起海岸である。岩礁が散在
して変化に富み、独特の海岸線を有する。佐渡・弥
彦・米山国定公園内にある夫婦岩は、七浦海岸の代
表的な景勝地であり、毎年多くの観光客が訪れる。

21 ドンデン山（ドンデン山）
ドンデン山は、
ドンデン池を中心にした高原状のシ
バ草原である。
日本百山に選ばれており、佐渡を一
望できる。6月下旬にはシャクナゲやツツジの大群
落を見ることもでき、牛の放牧も行われている。

写真提供：佐渡トキ保護センター

23 外海府海岸（尖閣湾）
尖閣湾一帯は海中公園に指定されており、日本の渚
百選に選ばれている。大崎灯台へかかる遊仙橋は、
映画「君の名は」の舞台にもなった。湾一帯では、海
中透視船や遊覧船で海の散歩を楽しむことができる。

47 寺社建造物（妙宣寺）
順徳上皇に供奉した北面の武士遠藤為盛が上皇崩御後、
日蓮聖人に帰依し、建立した寺。境内には県内唯一の五重
塔（国重文）がある他、寺内には日野資朝の墓所や自筆の
細字法華経（国重文）、日蓮聖人書状（国重文）
が残る。

55 佐渡西三川金山遺跡（西三川ゴールドパーク）
西三川金山遺跡は、佐渡最古の砂金の里である
と考えられ、今昔物語集に話が記されている。西
三川ゴールドパークでは、砂金山関係の資料が
展示してある他、砂金取りの体験ができる。

24 朱鷺とその生息地周辺（トキの森公園）
トキの森公園内にあるトキ資料館では、
トキの増殖
に関するパネル・映像資料・剥製標本等が展示され
ている。保護センターでは、飼育ゲージから50m離
れた所から直接観察することができる。

49 佐渡の博物館・資料館
佐渡の自然、風土、歴史、美術工芸、民俗芸能の貴重な資
料、作品（約１万点）
を所蔵、展示する佐渡唯一の総合博
物館。館内にある土田麦僊常設展示室では、日本画の巨
匠・土田麦僊の未公開素描コレクションを展示している。

65 相川街道（梨の木地蔵）
子供の病気平癒を願う親たちが地蔵に願をかけ、願
いかなった時、身代わり地蔵を持参し奉納した場所。
全国各地から奉納に訪れ今では何千何万という石
地蔵が溢れるように並んでいる。

25 東海岸の名所（姫崎灯台）
白い六角形のノスタルジックな洋風な作りの姫崎
灯台は、鉄造の灯台としては日本最古を誇り、
「世
界各国の歴史的に特に重要な灯台百選」に選ば
れた。文化遺産として永久保存が決まっている。

52 佐渡金山遺跡と相川（道遊の割戸）
徳川300年の財政を支え、発見後約400年採掘が行われた
場所。道遊の割戸は露天堀りで堀り尽くされ、山頂から麓
にかけて断ち割られてしまった佐渡金山遺跡のシンボル。
展示資料館では、金塊や佐渡小判等を展示している。

69 白山丸（佐渡小木民俗博物館）
佐渡小木民俗博物館に併設された千石船展示館に、約150
年間活動していた千石船「白山丸」を復元公開している。船
の実物復元は日本初である。7月末の日曜日には、白山丸祭
りを開催し、船の引き出し・帆上げ等をおこなっている。

27 おけさ柿
甘くジューシーな佐渡の代表的な特産物。とろけ
るような舌触りが特徴で、ビタミンＣをたっぷり
含む。種がないので食べやすい。柿ワインや柿
シャーベット等様々な加工食品もある。

53 佐渡の神社（物部神社）
醍醐天皇の命により編集され、927年に完成し
た延喜式神名帳に記載された神社（式内社とい
う）。式内社は物部神社の他、島内各地に8ヶ所
存在している。

80 日本アマチュア秀作美術館
その名の通り、アマチュアの作品のみを展示する、
日
本初、世界に類を見ない美術館。国内の著名政経文
化人の作品をはじめ、全国各地で開かれたアマチュ
ア美術展上位入選作品等、数多く展示されている。

46 一般建造物（宿根木）
回船業の集落として発達した「千石船と船大工の里」。入り
江の狭い地形に家屋が密集する町並みは、独特の板壁の
連続で、石畳の路地も当時の面影をそのまま残している。
国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。

54 佐渡の御堂（長谷寺）
奈良の長谷寺を模して建立されたといわれている真言宗の
古刹。国の重要文化財に指定されている十一面観世音菩
薩や県指定文化財の五智塔等、多くの文化財が存在す
る。5月上旬には見事なボタンが咲くことでも有名である。

96 鬼太鼓
佐渡にしかない珍しい古典芸能で、島内各地にそれぞ
れ独特の様式で伝承されている。勇敢な太鼓にあわせ
て鬼が舞うのでこの名がある。佐渡では「オンデコ」
と呼
ぶ。島内各地の祭礼には多く舞われる神事芸能である。

