～研修会に講師、進行役をご活用ください～

笑顔で子どもと向き合うために、子育て中の保護者さん同士が
一緒に心にパワーを蓄える時間をもちましょう。
開催予定時期の１ヶ月前までにお申し込みください。
（各派遣に年間予定数があります。
）
読み聞かせの方法や本の
選び方について学んでみませんか？
疑問や相談にもお答えします。

親の役割や子どもとの関わり方
などについて学びませんか？

子ども読書アドバイザー
■対象

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支
援学校などの保護者研修会や読み聞かせ
ボランティア研修 など

■内容

・読み聞かせのポイント
・絵本や児童書の選び方
・子育てと読み聞かせ など

家庭教育アドバイザー
●家庭教育や子育ての分野において、専門的知識を持つ
方、経験豊かな方による講演です。
■対象 保育所、幼稚園、認定こども園、小・中学校、
特別支援学校、地域の子育てサークルや企業の
各種研修会 など
■内容

＜活用された感想より＞
・テレビ・スマホに頼っているが、絵本も読ん
でいきたい。
・絵本を選ぶポイントがわかってよかった。

申込み・問合せ先
鳥取県教育委員会事務局 社会教育課

・たのしく子育てするために
・幼児期に大切にしたいこと
・あいさつ・生活習慣の重要性
・親子の会話や関わり方
・思春期の子どもの心の成長

申込み・問合せ先
鳥取県教育委員会事務局 小中学校課

TEL：0857-26-7943 FAX：0857-26-8175
E メール：shakaikyouiku@pref.tottori.jp
URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/dokusho/

TEL：0857-26-7521（学校・家庭・地域連携推進担当）
FAX：0857-26-8170
E メール：shouchuugakkou@pref.tottori.jp
URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/shouchuugakkouka/

参加者同士交流しながら、
子育てや家庭教育について話し合い、
楽しく学びませんか？

子育て親育ちファシリテータ（進行役）

子どもの安心・安全のために、
一緒に考えてみましょう。

●ワークショップを取り入れた参加型研修です。
●テーマについて小グループで話しながら学びを深めます。

ケータイ・インターネット教育推進員

■対象

保育所、幼稚園、認定こども園、小・中学校、
特別支援学校、地域の子育てサークルや企業の
各種研修会 など

■対象

■内容

＜幼児～児童期のプログラム例＞
・子どものいいところみ～つけた
・子どもが育つステキな言葉
・
「10 秒の愛」で子どもを幸せに
・早寝・早起き・朝ごはんでつくる生活リズム
（思春期版）

保育所、幼稚園、認定こども園、小・中・高校、
特別支援学校などの保護者研修会や地域の研修会
など（親子学習も可）

■内容

・ケータイ・スマホ、インターネット、ゲームの
現状と課題
・インターネットやゲームと子どもの育ち
・ネットトラブルの対処法
・家庭のルールづくり
・メディアとのより良い接し方 など

＜思春期のプログラム例＞
・わが子のイライラ、どうするの？
・
「学校に行きたくない」ってどんな気持ち？

申込み・問合せ先

NPO 法人こども未来ネットワーク（県委託）

申込み・問合せ先
鳥取県教育委員会事務局 小中学校課

TEL：0858-22-1960 FAX：0858-27-0271
E メール：media@kodomomirai.kirara.st

TEL：0857-26-7521（学校・家庭・地域連携推進担当）
FAX：0857-26-8170
E メール：shouchuugakkou@pref.tottori.jp
URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/shouchuugakkouka/

【申込み入力フォーム】
URL：http://kodomomirai.kirara.st/mediast/
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企画展のご案内

企画展

宇 宙への 挑 戦
～未知への扉をひらくとき～

平成 28 年 7 月 23 日（土）～ 8 月 28 日（日）
開館時間／９：00 ～ 17：00
企画展開催中の土、日、祝日は 19：00 まで＜会期中無休＞
【当日】一般 1,000 円、70 歳以上の方 800 円、高校生 500 円
中学生以下、学校教育活動で中学生以下の児童生徒を引率する者、障がい者・
要介護者およびその介護者は無料

天気予報、GPS など、今日の私たちの日常生活を支えている人工衛星
やロケットの技術について、うつりかわりを紹介します。私たちの心と宇
宙を近づける企画展です。

宇宙服（Ⓒ ＪＳＦ ）

参加無料
特別講演会

「かさ袋ロケットをつくろう」
７月 23 日（土）

ワークショップ

10：00 ～ 11：30

「天然の星空から人工流れ星まで、
見たことのない夜空を楽しみたい！
～楽しみ方から、宇宙に関わる仕事まで～」

８月６日（土）

場所／博物館会議室
対象／幼児～小学生
定員／ 20 名（保護者含む）（要申込）
申込／ 6 月 30 日（木）～電話のみ

14：00 ～ 15：30

場所／博物館講堂
対象／小学生 ～ 一般（小学生以下は保護者同伴）
講師／岡島礼奈（株式会社ＡＬＥ） 申込／不要

場所／博物館講堂
対象／幼児～一般
出演／アクアマリン
申込／不要

① 13：00 ～ 14：30 ② 15：00 ～ 16：30（２回実施）
場所／博物館会議室
対象／小・中学生（小学生は保護者同伴）
定員／ 20名（先着順） 申込／ 8 月 4 日（木）～電話のみ

「コズミックカレッジ～ペーパークラフト・
８月 21 日（日） ペンシルロケットを飛ばそう！～」

サイエンスレクチャー

合唱曲『COSMOS』
でおなじみの「アクアマリン」

宇宙学校・とっとり

8 月 11 日（木・祝）13：00 ～ 15：40

参加無料／申込不要

最先端の宇宙科学にふれ、研究者と楽しく語りあう一日を体験してみませんか？

【問合せ先】 鳥 取 県 立 博 物 館

〒 680-0011 鳥取市東町２-124

〈場所〉鳥取県立博物館 講堂
〈講師〉JAXA 宇宙科学研究所の研究者
〈対象〉小学生～一般（小学生以下は保護者同伴）
〈定員〉250 名

TEL：0857-26-8042 FAX：0857-26-8041
http://www.pref.tottori.jp/museum/
E メール：hakubutsukan@pref.tottori.jp

その通り！集魚灯を照らし、光に集まるイカの習性を利用して漁をするんだよ。
夏の白イカ漁の時期には、特にたくさんの船が出て日本海を照らすよ。
ふ～ん、だから、夜ずっと光が見えるんだね。なんだか、ロマンチックだな～。

ルゥ

県外からの観光客は、「日本海沖に高速道路が通っている」と言うと、
信じてしまう人もいるみたいだよ。
※マナビィ：生涯学習のマスコット
※マナベルゥくん：鳥取県を愛してやまない好奇心旺盛のカレールゥ

実は僕もそう思ってた・・・

ルゥ

〈企画・編集〉鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

ルゥ

〒 680-0846 鳥取市扇町２１番地
TEL（0857）21-2331 FAX（0857）21-2267
E メール manabi@fureaikaikan.jp

へ～、そうだったんだ。あの光でイカを呼び寄せるの？

ご意見、ご感想をお寄せください

いさりび

あれは、イカ釣り船の漁火だよ。

『生涯学習とっとり』について鳥取県
立生涯学習センター（県民ふれあい会館）
までご意見・ご感想をお寄せください。

ルゥくん、夏の夜、日本海に明るい光が連なっているのを見たことある？

※お便りは本誌で紹介させていただく場合があ
ります。

マナビィ と マナベ ルゥ くんの〝へ～ ふ～ん そうだったのか″コーナー

社会教育課

宇宙科学に対する理解を深めてもらうことを目的として、ＪＡＸＡ
宇宙科学研究所の研究者が中心となり、親しみやすい授業形式で講演
を行います。Ｑ＆Ａの時間もたっぷりとっています。会場で、たくさ
ん質問してみよう！

〈発行〉鳥取県教育委員会

ワークショップ

14：00 ～ 15：30

〒 680-8570 鳥取市東町１丁目 271 番地
TEL（0857）26-7943 FAX（0857）26-8175
Ｅメール kenmincollege@pref.tottori.jp

「星空のうたコンサート」
７月 23 日（土）
コンサート

Vol.165

関連プログラム

＜主催＞「宇宙への挑戦」実行委員会

