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教育長あいさつ
県立琴の浦高等特別支援学校開校！
シリーズ　県立高校の取組
心とからだいきいきキャンペーンの取組
シリーズ　鳥取県のエキスパート教員
県教育委員会の相談窓口
シリーズ　プロ（文化財主事）が教える文化遺産のツボ！
　第８回「教科書には書かれていない歴史とナゾ～出前講座への誘い～」

平成25年度鳥取県教育委員会の主な取組
無限の可能性を秘めた子どもたちの夢の実現のために！！
＜子ども県政コーナー＞　～童謡・唱歌のふるさと鳥取！～
＜トピックコーナー＞
　●シリーズ　こどもたちの食育NOW
　●遊びの王様ランキング
　●まんがやアニメに興味のある高校生集まれ！
　●お知らせ・イベントコーナー
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新学期が始まりました。お子様方は、気持ちも新たに学校生活のスタートを切られたことと思います。
子どもたちがこれから生きていく時代は、はっきりと見える目標や答えに向かって一直線に進んでい

ける時代ではありません。課題も複雑化・多様化し、これまでの知識や経験の集積だけでは解決が困難な場面に直面していく
と思います。このような時代への変化を見据え、子どもたちがチームで積極的にコミュニケーションをとりながら知恵を出
し合い、考えをより高い次元へと高めていく力などを、今から身に付けさせていくことが大切だと考えています。本県では、
全国的にも進んだ少人数学級を導入しています。この少人数学級を活かし、子どもたちにとっての学びの質を高め、これから
の時代に求められる力を育んでいきたいと思います。
　また、今年度は、「鳥取県学力向上戦略本部」を立ち上げて、市町村や学校、保護者の皆様と一体となって学力向上に取り

組みますし、子どもたちがこれから生きていく上で英語がますます重要となることから、「英語教育推進室」を設置して、県全体で英語力の強化
を図ります。さらに、昨年度、大きな問題となったいじめ問題に対し、「いじめ・不登校総合対策センター」を設置し、県教育委員会全体で、組織と
して迅速に対応していきます。
　県議会の議決をいただいた平成25年度の予算では教育費が21.1％を占めており、歳出費目の１番となっています。教育は県民の皆様の信頼
の上に成り立っていることを肝に銘じ、子どもたちの未来のための教育にしっかりと取り組んでまいりますので、保護者の皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。

鳥取県教育委員会教育長
横 濵 純 一

保護者の皆様へ

次代を生きる子どもたちのために、先を見据えた教育を

琴の浦高等特別支援学校

　障がいのある方が社会に
参画する道筋をつけようと
いう祈りから生まれた学校
です。すばらしい学校とし
て発展していくよう、生徒、
教職員、力を合わせて取り
組んでください。

　たくさんの方々の御理解と
御協力をいただき、開校を迎え
ることができました。生徒たち
が、自分らしい生き方を社会の
中で実現できるように、また、
生徒、保護者の方と協力しなが
ら新たな校風と歴史を築いて
いけるように、職員一同、全力
で取り組んでいきます。

生徒の声

開校
平成

25年
４月

問合せ先 県教委特別支援教育課
電話 0857（26）7575

鳥取県立琴の浦高等特別支援
学校ホームページ
http://cmsweb2.torikyo.
　　　　ed.jp/kotonoura-s/

琴の浦高等特別支援学校

学校に関する情報は
こちらからご覧いただけます

　いよいよ鳥取県で初となる、職業学科を設置した、高等部のみ
の知的障がい特別支援学校が県中部の琴浦町に開校となりまし
た。４月10日（水）には開校式が行われ、平井知事、伊藤県議会議
長を始め、多くの来賓や関係者の方々とともに、学校の開校及び
第一期生となる38名の生徒の入学を盛大にお祝いしました。

　新しい学校に入学できてとても
うれしいです。３年間で働くための
力を専門教科の学習などでつけて
いきたいと思います。

　この学校で苦手なことや難し
いことなどにチャレンジしてい
き、何事にもあきらめずにがん
ばっていきたいです。

学校長挨拶

知事祝辞

　人との和と連携を
強め、琴浦の地で前
向きに取り組む生徒
や、発展していく学
校の様子を表現した
校章です。

中島教育委員長の開校宣言の後、足立校長
へ校章旗が授与されました。

新入生代表の平田一太さんが誓いの言葉を力強く発表しました。

厳粛に開校式が行わ
れ

ました。

鳥取県知事
平 井 伸 治

校  長
足 立 一 穂

校章をあしらった
キーホルダーなど
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話題と情報の掲示板

○食生活に対する正しい知識や望ましい食習慣を身
につけ、食事を通して健康な生活を送ることができ
るようにします。
○地域の産物を活用した食事を通してふるさとを大
切にする心や感謝の心を育みます。

学校では、食に関する指導年間計画にそって、各教科
や学校行事など様々な場面において、学校教育全体で
体系的・継続的に取り組みます。

★朝ごはんを食べない子の割合が減っています。
★家族が揃って食事をする機会が、少しずつ増えています。

★家庭で料理する子の割合は、中学２年生より、小学５年生の方が
多くなっています。
★朝食の内容が、おにぎりだけ、パンだけのように栄養が不十分な
場合が多くあります。

こどもたちの

食 育
NOWNOW

ねらい

取組内容

小・中・特別支援学校では栄養教諭を中心に
こどもたちの食育に取り組んでいます★

①学校給食の管理
・献立作成
・栄養管理
・衛生管理

②食に関する指導・教科や学級活動などでの指導・個別的な相談指導・家庭・地域との連携

栄養教諭の仕事

どうなってる？？鳥取のこどもたちの食生活 鳥取県学校栄養士協議会
Ｈ24子どもたちの食事と生活調査

こどもたちの食育ＮＯＷでは特色ある食育活動について、色々な学校の取組をシリーズで紹介していく予定です！！

問合せ先 県教委高等学校課　電話 0857（26）7917

問合せ先 県教委スポーツ健康教育課　電話 0857（26）7528

遊びの王様ランキングでは様々な運動遊びを提案しています。

学校での運動遊びタイム、PTA親子会、地域の運動イベント等、学校や地域、家
庭（親子）でチャレンジしてください。登録の際は、配布済みのIDパスワード
（学校や幼稚園、昨年登録した関係団体等）を使ってください。その他の方は
ID・パスワードの申請（電子メール及びFAX）をお願いします。

「みんなでジャンプ２」にたくさんの
チームで取り組んだ八頭町立郡家西小
学校の子どもたち。
最高記録 2369回

（６年２組５,６班）

若桜保育所のこどもたち

これまで４回挑戦しました。風船
バレーをするのが楽しみです。

運動委員会の児童がリード役になり、朝
や昼休憩に記録の更新をめざし、皆で仲
良く励まし合いながら挑戦しています。

長なわ八の字連続とびにチャレンジし
ました。協力し合って、どんどん記録を
伸ばし、笑顔がいっぱいになりました。

最高記録　　　　風船バレー104回
（わかさっこぞうぐみ）

たくさんの種目に取り組み、「みんなで
ジャンプ１」(上学年の部)で１位になっ
た北栄町立北条小学校のこどもたち。

最高記録 62回（国坂浜Ｂチーム）

　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、
詳しくはお電話でお問合せください。

お知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナー

東部会場 中部会場 西部会場

遊びの王様http://www.asobi2.com  又は、
チームで遊びに挑戦し登録しよう

　「まんが王国とっとり」を一緒に盛り上げ、まんがやアニメに関
する活動をしてくれる高校生を募集しています！
　昨年度、全県から14校212人の生徒が参加し、合同作品集『と
りコレ』（とっとりコレクションの略）を発行したり、漫画家　安
彦良和先生やBANDAIとの交流会など楽しく活動をしました。
　今年度も、まんがの描き方を学ぶワークショップや里中満智子
先生との交流会、まんがコンテストの開催などたくさんの活動を
予定しています。
　参加してみようと思う高校生の皆さんは、学校の先生を通じて
申し込んでくださいね！

興味のある
高校生集まれ！

やまんがまんが にアニメアニメ

県教委スポーツ健康教育課
電話　0857（26）7923　FAX　0857（26）7542
電子メール　sportskenkou@pref.tottori.jp

申請先・
問合せ先

代表者氏名・住所・電話番号（及びFAX）・団体名申請時に必要な内容開催期間 イベント名 時　間 場　　所 問合せ先 その他

6月1日(土) 13時～16時
〔ワークショップ〕
カメラをもってまち歩き
inとっとり

鳥取市内
市街地各所

鳥取県立博物館
美術振興課
0857-26-8045

参加無料
申込開始：
5月18日～

6月15日(土) 14時～16時〔ワークショップ〕
雨の日を楽しむ

県立博物館
会議室・前庭

鳥取県立博物館
美術振興課
0857-26-8045

参加無料
申込開始：
6月1日～

6月22日(土) 14時～16時
〔ワークショップ〕
もっと刷りたい！
版画のこと

県立博物館
近代美術展示室
前庭

鳥取県立博物館
美術振興課
0857-26-8045

要観覧料
申込開始：
6月8日～

6月23日(日) 9時～15時
〔野外観察会〕
山陰海岸ジオツアー
～殿ダム、雨滝コース～

殿ダム・雨滝など
（鳥取市）

山陰海岸学習館
0857-73-1445

参加無料
申込開始：
6月9日～

7月6日(土) 19時～21時
〔野外観察会〕
夜の渚で
スナガニの観察

熊井浜（岩美町） 山陰海岸学習館
0857-73-1445

参加費用：200円
申込開始：
6月22日～

6月16日(日) 10時～12時
〔自然講座〕
顕微鏡で楽しむミクロ
の世界

県立博物館
会議室

鳥取県立博物館
学芸課自然担当
0857-26-8044

参加無料
申込開始：
5月30日～

7月21日(日) 10時～15時
〔講座〕
【自然・歴史コラボ企画】
石器をつくろう！

県立博物館
会議室・前庭

鳥取県立博物館
学芸課自然担当
0857-26-8044

参加費用：100円
申込期間：6月21
日～7月12日、申
込方法：往復ハガキ

6月16日(日) 10時～12時
〔自然講座〕
見てさわって、海藻を知
ろう！

岩美町立
渚交流館
（岩美町牧谷）

山陰海岸学習館
0857-73-1445

参加無料
申込開始：
6月2日～

6月16日(日) 10時～15時
むきばんだ弥生講座①
「弥生土器づくり」
初級コース

鳥取県立
むきばんだ史跡公園

鳥取県立
むきばんだ史跡公園
0859-37-4000

参加費用：700円
申込期限：
5月13日～31日

7月6日(土)、
    ７日(日) 10時～15時

むきばんだ
実験考古学講座③
「土器復元実験」

鳥取県立
むきばんだ史跡公園

鳥取県立
むきばんだ史跡公園
0859-37-4000

参加無料
申込期限：
6月3日～21日

7月24日(水) 9時～17時むきばんだ
古代と自然探検隊

鳥取県立むきばん
だ史跡公園、上淀
白鳳の丘展示館、
赤松の池

鳥取県立
むきばんだ史跡公園
0859-37-4000

参加費用：1000円
(バス代、昼食代含
む)、申込期限：6月
24日～7月12日

野球部の生徒への食事指導


