
1

教育だより

とっとり

県立博物館 コレクション紹介 ････････････････････････････････････････････････････････････ 1
県立博物館は学びのお手伝いをします！ ･･････････････････････････････････････････････ 1
すべての子どもたちに芝生の環境を！ ･････････････････････････････････････････････････ 2
鳥取発！ スポーツでつながる共生社会充実事業 ･･････････････････････････････････ 2
遊びの王様ランキング ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3
学校や地域で取り組む防災教育 ････････････････････････････････････････････････････････ 3
園生活から小学校生活への円滑な接続のために取り組んでいます！！ ･････ 3
手話普及コーディネーター・手話普及支援員が活動しています！ ････････････ 4
グローバルリーダーズキャンパスが開講しました ････････････････････････････････ 4
夢と希望を叶える「地域未来塾」 ･････････････････････････････････････････････････････････ 4

【シリーズ】県立高校の取組（鳥取湖陵高等学校） ･････････････････････････････････ 5

【シリーズ】鳥取県のエキスパート教員（鳥取養護学校） ････････････････････････ 5
【シリーズ】プロが教える文化遺産のツボ！〜仏像のおはなし〜 ･････････････ 5
【子ども県政コーナー】第２３回 BeSeTo演劇祭 鳥取 ･･･････････････････････ 6・7
【トピックコーナー】 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 8
⃝鳥取県子ども読書アドバイザーをご活用ください！
⃝お知らせ・イベントコーナー

Vol.84
平成28年9月

編集・発行
鳥取県教育委員会
年5回発行

県立博物館  コレクション紹介

　現在の鳥取県東伯郡北栄町に生まれ、日本の近代美術史上に名を残した画
家・前田寬治（１８９６年～１９３０年）。本作は、「思い通り完成して出品できたら、僕
自身真に欲しているものを発表できる最初のものだ」と語ったという前田の代表
作で、日本の画家が描いた「家族の肖像」として最も有名な作品の一つです。アト
リエ付きの自宅を１９２８年に建てたときの体験がモチーフになっていて、帽子を
かぶった大工は画家自身を、そしてそのそばにいる子どもは全て、１９２７年に生
まれた一人息子・棟一郎をモデルとしています。若くして命を落とすこととなる前
田が、幼い我が子の成長した姿を想像しながら描いたかと思うと、胸に迫ってく
るものがありませんか。この作品はグーグルの「Google Cultural Institute」
で高画質で紹介しています。前田寬治のリアルな筆致をぜひご覧ください。

　学校が校外学習や遠足などで来館する場合、事前にご連絡いた
だくことで、自然・人文・美術の各常設展示室で、専門の学芸員・専
門員による展示解説を行っています。また、当館の学校連携担当職
員が、博物館での学習の進め方のガイダンスや博物館の仕事につ
いて説明したり、子どもたちからの質問に答えます。
　博物館以外でも、資料の貸し出しや、学芸員が学校に直接お伺い
して授業を実施したり、チームティーチングなどのお手伝いをしま
す。また、講演会の講師などＰＴＡ活動の支援も可能です。

　公民館などで講座の講師を務めます。また、「移動博物館」として
博物館の資料を次の５つのテーマで展示することができます。今年
度の受付はすでに終了していますが、平成２９年度の申込は１月末
に各学校・公民館にご案内します。ぜひご検討ください。

問合せ先 県立博物館 学芸課　電話 0857（26）8044　FAX 0857（26）8041
HP http://www.pref.tottori.jp/museum/

前田寬治（まえた・かんじ）   「棟梁の家族（とうりょうのかぞく）」
１９２８（昭和３）年制作　油彩・カンヴァス　　高さ１３１．０ｃｍ　横幅１６２．５ｃｍ
１９２９（昭和４）年１月に東京で開催された第４回１９３０年協会展に出品

博物館ホームページTOP画面のバナー「Google Cultural Institute」からご覧ください。
　　 https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/tottori-prefectural-museum

● レッドデータブック
とっとりの生きもの

● 鳥取県の化石
● 鳥取県の祭り・行事
● 鳥取県の狛犬
● 明治・大正・昭和の広告

【移動博物館テーマ】

博物館はみなさまの学びのサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
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ダイオウイカの解説を聞く子どもたち　 復元民家の中で昔の人の暮らしを体験　

移動博物館｢レッドデータブックとっとりの生きもの｣

※各テーマの詳細は博物館ＨＰをご覧ください。　　

鳥取県立博物館facebookをはじめました。
こちらもご覧ください。

★お知らせ★

話題と情報掲示板 トピックコーナー
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イベント名 開催期間 時間 場所 問い合わせ先 その他

自
然
分
野

《野外観察会》
きのこを調べる会 10月15日㊏ 10:00~

14:00
大山寺周辺
(大山町)

県立博物館
電話:0857-26-8044
FAX:0857-26-8041

参加費:無料
申込:9月29日㊍~、電話のみ
対象:小学生~一般(小学生
は保護者同伴) 
定員:30名(先着順)

《野外観察会》
秋のトンボをとろう! 10月16日㊐ 10:00~

12:00
とっとり出合い
の森(鳥取市)

参加費:無料
申込:9月30日㊎~、電話のみ
共催:とっとり出合いの森
対象:幼児~一般(小学生以
下は保護者同伴)
定員:30名(先着順)

《野外観察会》
おちばの中のモンスターを
さがそう!

10月23日㊐ 13:00~
16:00

参加費:無料
申込:10月6日㊍~、電話のみ
対象:幼児~一般(小学生以
下は保護者同伴)
定員:20名(先着順)

《野外観察会》
家族でたのしむ

「しいのみさがし」と森ツアー
11月6日㊐

10:00~
12:00

樗谿公園
(鳥取市)

参加費:無料
申込:10月20日㊍~、電話のみ
対象:幼児~一般(小学生以
下は保護者同伴)
定員:20名(先着順)

《自然講座》
化石レプリカをつくろう! 11月20日㊐ 県立博物館

会議室

参加費:無料
申込:11月3日㊍~、電話のみ
対象:幼児~一般(小学生以
下は保護者同伴)
定員:20名(先着順)

《サイエンスレクチャー》
「恐竜研究最前線－発掘からわ
かる地球と私たちの未来－」

11月26日㊏ 14:00~
16:00

米子市
文化ホール

参加費:無料　申込:不要
講師:小林快次(北海道大学
総合博物館准教授)
対象:小学生~一般
定員:600名

《野外観察会》
はじめてのバードウォッチング 11月27日㊐ 9:00~

12:00
湖山池
(鳥取市)

参加費:無料
申込:11月10日㊍~、電話のみ
共催:湖山池情報プラザ
対象:幼児~一般(小学生以
下は保護者同伴)
定員:20名(先着順)

歴
史
・
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《歴史講座》
武将のサイン「花押」を作ろう 9月25日㊐

14:00~
15:30

県立博物館
会議室

申込:9月6日㊋~、電話のみ
対象:小学4~6年生とその保護者
定員:20名（先着順）

《出張講演会》
山陰の荒神信仰 10月23日㊐

大山寺圓流院

参加費:有料(圓流院参拝志納金)
申込:不要
講師:坂田友宏(米子工業高
等専門学校名誉教授)
対象:高校生~一般

《出張講演会》
荒神と龍蛇の神楽 10月30日㊐

参加費:有料(圓流院参拝志納金)
申込:不要
講師:中野秋鹿(中村元記念館
東洋思想文化研究所研究員)
対象:高校生~一般

《見学会》
まるごと荒神神楽 11月3日㊍㊗ 10:00~

15:00
大山寺
三宝荒神社跡

参加費:無料　申込:不要
上演:荒神神楽研究会、下蚊
屋荒神神楽社中明神社、比
婆荒神神楽社中(予定)
対象:小学生~一般

《出張講演会》
鳥取県の民俗芸能 11月12日㊏ 13:30~

15:30
米子市立図書館
研修室

参加費:無料　申込:不要
講師:永井猛(米子工業高等専
門学校名誉教授)、当館学芸員
共催:新鳥取県史編さん室・
伯耆文化研究会
対象:高校生~一般

《歴史講座》
鳥取藩の御小人について(仮) 12月10日㊏

14:00~
15:30

県立博物館
講堂

参加費:無料　申込:不要
共催:鳥取地域史研究会
対象:高校生~一般

美
術
分
野

《スペシャルトークセッション08》
「 日 常 風 景 に 介 在 す るア ート
~BEPPU PROJECTの事例より」

9月10日㊏

県立博物館
電話:0857-26-8045
FAX:0857-26-8041

参加費:無料　申込:不要
対象:高校生~一般
定員:250名

《ワークショップ》
粘土で落書き 9月17日㊏ 10:00~

15:00
県立博物館
前庭

参加費:無料　申込:不要
対象:幼児~一般(小学3年
生以下は保護者同伴)

《アートセミナー》
「アートと社会Ⅲ」 9月24日㊏ 14:00~

15:30
県立博物館
会議室

参加費:無料　申込:不要
対象:高校生~一般
定員:30名（先着順）

《ギャラリートーク》
日本におけるキュビスム―
ピカソ・インパクト

10月1日㊏ 14:00~
15:00

県立博物館
展示室

参加費:要観覧料　申込:不要
対象:高校生~一般

《特別講演会Ⅰ》
「日本はキュビスムに何を見
たのか？―キュビスムと日本」

10月8日㊏

14:00~
15:30

県立博物館
講堂

参加費:無料　申込:不要
対象:高校生~一般
定員:250名

《特別講演会Ⅱ》
「ピカソのキュビスム―
欧米における伝播と展開」

10月15日㊏

《スペシャルアートレクチャー》 10月22日㊏
《ギャラリートーク》
「テーマ展示Ⅲ御道具譚」 10月29日㊏ 14:00~

15:00
県立博物館
展示室

参加費:要観覧料　申込:不要
対象:高校生~一般

《アートセミナー》
「1950年代のキュビスム」 11月5日㊏ 14:00~

15:30
県立博物館
講堂

参加費:無料　申込:不要
対象:高校生~一般
定員:250名

《ギャラリートーク》
日本におけるキュビスム―
ピカソ・インパクト

11月12日㊏ 14:00~
15:00

県立博物館
展示室

参加費:要観覧料　申込:不要
対象:高校生~一般

《ワークショップ》
市内アート探検 11月19日㊏ 13:00~

14:30 鳥取市内
参加費:未定
申込:11月4日㊎~、電話のみ
対象:高校生~一般
定員:20名(先着順)
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美
術
分
野

《ギャラリートーク》
「テーマ展示Ⅳ」関連 11月26日㊏ 14:00~

15:00
県立博物館
展示室 県立博物館

電話:0857-26-8045
FAX:0857-26-8041

参加費:要観覧料　申込:不要
対象:高校生~一般

《スペシャルアートシアター》
ブンミおじさんの森(114分) 12月3日㊏ 14:00~

16:00
県立博物館
講堂

参加費:無料　申込:不要
対象:高校生~一般
定員:250名

秋祭り 10月16日㊐ 9:00~
15:00

大山青年の家
大山青年の家
電話:0859-53-8030
FAX:0859-53-8265

参加費:無料(コーナーによって
は別途料金と整理券が必要)
申込:不要
対象:幼児~一般
※前泊コースあり(申込期
限:9月30日㊎、定員:15家
族、費用:1人2,000円程度)

青年の出会い
11月19日㊏
〜20日㊐
1泊2日

19日
15:00~
20日
~9:00

参加費:4,000円程度
申込:10月20日㊍〜11月4日㊎
対象:各市町村青年団青年
定員:40名

秋山登山 10月23日㊐ 9:00~
17:00

船上山から
勝田ヶ山

船上山少年自然の家
電話:0858-55-7111
FAX:0858-55-7119

参加費:700円程度
申込:9月21日㊌~10月6日㊍
対象:小学4年〜中学生とそ
の家族
定員:15名程度

船上山ノルディックウォーク 10月30日㊐ 10:30~
14:30

船上山
ノルディック
ウォークコース

参加費:600円程度
申込:9月24日㊏~10月13日㊍
対象:小中学生とその家族・一般
定員:100名程度

ちっちゃい探検隊②
11月5日㊏
~6日㊐
1泊2日

5日　
10:00~
6日　
~14:30 船上山少年自然

の家とその周辺

参加費:3500円程度
申込:10月6日㊍~10月20日㊍
対象:小学1~3年生
定員:48名

船上山アカデミー
12月25日㊐
~27日㊋
2泊3日

25日
10:00~
27日
~14:30

参加費:5000円程度
申込:11月24日㊍~12月8日㊍
対象:小学4年生~中学生
定員:48名

平成28年度鳥取大学公開講座
『「地方創生」から「地域再生」へ
~鳥取県の農業・農村と私たちの
暮らしを考える~』

9月10日㊏
10:30~
12:00

鳥取県立図書館
2階 大研修室

鳥取大学
産学・地域連携機構
(社会貢献課)
TEL:0857-31-6777
FAX:0857-31-6708

参加費:無料　申込:不要
平成28年度鳥取大学公開講座

『持続可能な地域経済の形成と
「地方創生」戦略』

9月24日㊏

よりよい紙面づくりのために
ご意見をお寄せください。

〒680-8570（住所記載不要）県教委教育総務課
電話 0857（26）7926　FAX 0857（26）8185　E-MAIL kyouikusoumu@pref.tottori.jp
バックナンバーはホームページでご覧いただけます。　http://www.pref.tottori.lg.jp/yumehiroba

問合せ先・送り先

お知らせ・イベントコーナー 事前申込が必要なものや集合場所が決まっているイベントもありますので、詳しくは
お電話等でお問合せください。� �東部会場　 �中部会場　 �西部会場

問合せ
申込先

 県教委社会教育課　電話 0857（26）7943　FAX 0857（26）8175
 http://www.pref.tottori.lg.jp/dokusho/

鳥取県子ども読書
アドバイザーを
ご活用ください！

○読み聞かせは、子どもたちの心の成長を支えるだけでなく、子どもたちが親や周囲の大人
の愛情を感じることができるコミュニケーションの手段でもあります。
○読み聞かせなどの知識や経験が豊富な「鳥取県子ども読書アドバイザー」が、絵本の選び
方や子育てと読み聞かせの関わり、読み聞かせの大切さやポイントなど、基礎からお話し
ます。
○アドバイザーへの謝礼、交通費は県教委が負担します。
　※研修会用レジュメ等の準備は各団体で対応願います。

～派遣先からの声・感想～保護者研修会に！ 読み聞かせボランティア研修
会に！

子どもがテレビやスマホを利用する時間が日に日に長くなり、
このままではいけないと思っています。絵本を通して積極的に
コミュニケーションを取ることの大切さを感じました。

絵本を読み聞かせることによって、子どもたちには想像力や聞
く力、正しい言葉が育まれていると思います。読み聞かせの大
切さを再認識しました。

たくさんある本の中から選ぶのは難しいのですが、年齢にあっ
たおすすめの本を紹介してもらえてよかったです。

問合せ先  県立博物館　電話：0857-26-8045　FAX：0857-26-8041

問合せ先  県立博物館
 電話：0857-26-8044　FAX：0857-26-8041

企画展

ヨーロッパにキュビスムが登場した1910年代以降、同
時代の日本の作家たちが新しい表現をいかに受容した
か、その後、第二次大戦後にピカソの強い影響を受け
た作家たちがキュビスムの形式をとりいれてどのような
表現・主題に向かっていったかを検証します。

鳥取県西部の重要な民俗文化財である「荒神祭」
は、多様な形態をもって伝承されています。これにつ
いての調査結果を、開山1300年を迎える大山寺にお
いて紹介するとともに、荒神に奉納される民俗芸能
である「荒神神楽」の衣装等も展示し、荒神様に対
する人々の想いを今に伝えます。

10月1日土～11月13日日� 9:00～17:00

10月15日土～11月6日日�

9:30～15:30

場所  県立博物館 特別展示室

場所  大山寺圓流院
 （西伯郡大山町大山５８）

入場料 �●ー般／800円（前売り・団体／600円）
� 【次の方は無料】
� ●大学生以下　●学校教育活動の引率者
� ●障がいのある方・要介護者等およびその介護者

入場料 �●一般／400円、小・中学生／200円（圓流院参拝志納金）
� 【次の方は減免】
� ●小・中・高校生の学校活動での来館（及びその引率教諭）
� ●障がいのある方　●要介護者等及びその介護者

日本におけるキュビスムーピカソ・インパクト

大 荒 神 展

無料！

※休館日：
10月24日月

※休館日：なし

荒神神楽（江府町下蚊屋）

今西中通《マンドリンを弾く女》
1940年 油彩・カンヴァス 53.0×41.0㎝

高知県立美術館蔵

クチナワさん（南部町法勝寺）


