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よりよい紙面づくりのために
ご意見をお寄せください。

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

　食育の日には、学校給食で、旬の地場産物をふんだんに活用した献立が
登場するほか、食育推進の取組が行われています。

　県産小麦に抹茶を加え、新緑をイメー
ジした大山みどりパンをはじめ、八頭町産
の３種のきのことキャベツを使ったスープ、
新じゃがのポテトサラダなど、１０品の県産
食材を使用した食育の日献立です。

問合せ先
県教委いじめ・不登校総合対策センター　
電話 0857（28）2362　FAX ０８５７（２8）8513
http://www.pref.tottori.lg.jp/ijimefutoukou/

問合せ先 県教委体育保健課　電話 0857（26）7527　FAX ０８５７（２6）7542

東部会場 中部会場 西部会場

「とりたろうとたのしいなかまたち」「とりたろうとたのしいなかまたち」
毎月１９日は「食育の日」です毎月１９日は「食育の日」です

情報モラル
啓発マンガ

ネット活用について家族と話し合ってみましょう！

●大山みどりパン
●かみかみチキン
●やずっこスープ
●ポテトサラダ
●牛乳

●
●
●
●
●

八頭町学校給食共同調理場

献立のポイント

献立

　名和中学校では、ランチルームで全校そろって給食をいた
だきます。生徒による給食委員会の取組として、毎月１９日に
は、鳥取県や大山町の食にまつわる話を紹介しています。
　６月１９日は、当日の給食メニューである「大山おこわ」につ
いて全校生徒に紹介しました。

　また、食育月間（毎年６月）の校内の取組として、交流給食
を行いました。他学年の先生方とも話がはずみ、楽しい給食
時間になりました。

●大山おこわ
●さばの塩焼き
●とうふのすまし汁　
●梅和え
●おさつスティック
●牛乳

●
●
●
●
●
●

大山町立名和中学校

献立

　鳥取市では、毎月１９日は「とっとりふるさ
と探検日」と題して、市内各地の旬の食材を
使用した給食を実施しています。今回のお
すすめ食材は、福部町産のらっきょうと、国
府町産のタマネギ「万葉の玉姫」です。

●ごはん
●豚肉のらっきょう
　　　　　ソースかけ
●万葉の玉姫のみそ汁
●ひじきの炒り煮
●牛乳

●
●

●
●
●

鳥取市立河原学校給食センター

献立のポイント

献立

とりぎん文化会館・倉吉未来中心・米子市公会堂 ほか開催場所

第14回 全国障がい者
芸術・文化祭とっとり大会SUPPORTER

会期 土 月・祝

鳥取盲学校
　ピアノと歌のセッションによるソロ発
表と、全校合唱を発表します。
　ソロ発表に向けて、放課後練習や家
庭での自主練習を、また、全校合唱に
向けて、児童生徒、さらには教員も一
丸となって練習に励んでいます。

県立米子養護学校
　中学部では、けんべい太鼓と身体表現
を融合した劇に取り組みます。
　高等部でも、一人一人の得意なことを
活かして、歌や合奏、パフォーマンスを取
り入れた劇を行います。

鳥取養護学校
　高等部生徒が傘踊り（２曲）を発表し
ます。音楽の授業や同好会で繰り返し
練習に取り組んでいます。本番に向け
て一日一日大切に積み重ねていきます。

鳥取聾学校
　ダンスと手話の歌
を発表します。
　ダンスは、バラン
スボールを使って、
友だちと力を合わせ
て踊れるように頑張
っています。
　また、手話の歌「花は咲く」は、歌詞に込められた気
持ちを伝えられるよう練習を重ねています。

鳥取聾学校ひまわり分校
　テンポの速い複雑な
動きのダンスですが、
全身で音を感じて表現
することを目指します。
　全身で音を感じ表現
することを目指し練習
を重ねています。素敵
なダンスができてきています。

琴の浦高等特別支援学校
　１・２年生合同でボ
ディパーカッション
「祝いの手打ち」に取
り組んでいます。皆
の心を一つにして、
声や手拍子のリズム
を合わせることを目
標に練習しています。

倉吉養護学校
　和太鼓「倉養ばや
し」の発表に向けて、
高等部３年生が中心
となって声をかけあ
ったり、教えあったり
しながら練習に取り
組んでいます。

鳥取大学附属特別支援学校
　大学生と一緒に「よさこいソーラン」の練習をしています。曲に
合わせて踊りも
気持ちもノリノリ
で取り組んでい
ます。

白兎養護学校
　ハンドベルと白兎太鼓
を発表します。
　高等部では、２年生が
ハンドベルを、１年生がト
ーンチャイムを練習し、だ
んだん美しい音を出せる
ようになってきました。
　中学部では、一生懸命
太鼓の練習を行い、力強
い演奏を目指しています。

　県内特別支援学校の子どもたちが参加し、大会を盛り上げて
いきます。
　９月２０日（土）正午から、倉吉体育文化会館を会場に、県内特
別支援学校の児童生徒による合同文化祭を行います。現在、各
学校では、ステージ発表を目指し、一生懸命練習に取り組んで
います。各学校の取組の一部をご紹介します。多くの皆様のご
来場をお待ちしています。

問合せ先

県教委特別支援教育課
電話 ０８５７（２6）７598　FAX ０８５７（２6）8101

大山おこわの
由来は・・・

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。
開催期間 イベント名 時　間 場　　所 問合せ先 その他

11月15日（土）
～

12月14日（日）
流体－松本文仁
　　／森田しのぶ展

県立博物館
第2特別展示室

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

参加費用：一般500円（前売り・団体300円）
対象：大学生以下・70歳以上の方は入館無料
（団体割引は20名以上）

9時～17時

11月22日（土）〔ワークショップ〕布にあそぶ 14時～16時 県立博物館
会議室

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

参加無料　定員：20名　対象：中学生～
一般　申込：電話のみ、先着順　申込開
始：11月7日（金）～

12月13日（土）
〔ワークショップ〕
削って磨いて
　オブジェをつくろう

14時～16時

10時～14時

県立博物館
会議室

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

参加費用：未定　定員：20名　
対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）
申込：電話のみ、先着順
申込開始：11月28日（金）～

9月23日（火・祝）〔天体観望会〕秋の星を見る会
18時30分

～
20時30分

県立博物館
前庭

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

参加無料　申込：不要
講師：多賀利寛（鳥取天文協会）
対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）

10月18日（土）〔野外観察会〕きのこを調べる会
大山寺周辺
(西伯郡大山町）

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

参加無料　定員：30名　対象：小学生～
一般（小学生は保護者同伴）　申込：電話
のみ、先着順　申込開始：9月25日（木）～

10時～15時11月  2日（日）〔野外観察会〕化石をさがせ！
扇の里交流館
（鳥取市国府町上地）

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

参加無料　定員：20名　対象：小学生高学年
～一般（小学生は保護者同伴）　申込：電話の
み、先着順　申込開始：10月16日（木）～

13時～16時11月  9日（日）
〔野外観察会〕
おちばの中の
　モンスターをさがそう！

鳥取市湖山池青島
（集合：湖山池情報プラザ）

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

参加無料　定員：20名　対象：幼児～一般
（小学生以下は保護者同伴）　申込：電話の
み、先着順　申込開始：10月16日（木）～

10時～12時11月22日（土）〔野外観察会〕しいのみをさがそう！
樗谿公園
（鳥取市）

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

参加無料　定員：20名　対象：幼児～一般
（小学生以下は保護者同伴）　申込：電話の
み、先着順　申込開始：11月6日（木）～

9時～12時11月30日（日）
〔野外観察会〕
はじめての
　バードウォッチング

鳥取市湖山池青島
（集合：湖山池駐車場）

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

参加無料　定員：20名　対象：一般（小
学生以下は保護者同伴）　申込：電話の
み、先着順　申込開始：11月6日（木）～

10時～15時9月27日（土）〔ワークショップ〕落書きばんざい！（秋編）
県立博物館
前庭

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

参加無料　申込：不要
対象：幼児・小学生（小学生3年生以下は
保護者同伴）

10時～12時9月21日（日）〔自然講座〕鳥の羽で図鑑を作ろう！
岩美町立
渚交流館

山陰海岸学習館
電話：0857-73-1445
FAX：0857‐73-1446

参加無料　定員：20名　対象：小学生～一
般（小学生は保護者同伴）　申込：電話のみ、
先着順　申込開始：9月7日（日）～

10時～12時12月  7日（日）〔自然講座〕海藻おしばをつくろう！
岩美町立
渚交流館

山陰海岸学習館
電話：0857-73-1445
FAX：0857‐73-1446

参加無料　定員：20名　対象：小学生～一
般（小学生は保護者同伴）　申込：電話のみ、
先着順　申込開始：11月23日（日）～

9時～15時10月19日（日） 秋祭り 大山青年の家
大山青年の家
電話：0859-53-8030
FAX：0859-53-8265

参加無料（コーナーによっては、実費有り）
※前泊コース（10月18日～19日）もあります（前泊希
望の家族は、申込期限：９月３０日（火）、定員：２４家族）

11月15日（土）
～

11月16日（日）
15日/10時

～
16日/14時

ちっちゃい探検隊② 船上山
少年自然の家

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

参加費用：3,500円程度
対象：小学校１～３年生
申込期限：10月16日（木）～10月31日（金）

10月23日（木）
～

11月25日（火）
開館中鳥取県立鳥取聾学校

写真部写真展
県立図書館
２階特別資料展示室

鳥取聾学校
電話：0857-23-2031
FAX：0857-27-8606

参加無料
申込：不要

9時～12時10月  5日（日）
〔野外観察会〕
山陰海岸ジオハイキング
～摩尼山、因幡の信仰の山を登る～

摩尼山（鳥取市）
（集合：摩尼寺石段下）

山陰海岸学習館
電話：0857-73-1445
FAX：0857‐73-1446

参加無料　定員：20名　対象：小学生～一
般（小学生は保護者同伴）　申込：電話のみ、
先着順　申込開始：9月21日（日）～

防災について考えてみましょう
9/1 防災の日

問合せ先 県教委体育保健課　電話 0857（26）7527
　　　　　　　　　FAX 0857（26）7542

学校防災アドバイザーによる授業
などを通して自分で判断して行動
することの大切さを学んでいます。

湖東中学校区合同研修会を実施
しました。（公開授業、実践発表、講
演会など）

鳥取県沖で大きな地震が発生し、
津波が予想されるという想定で、
屋上への避難訓練を実施しました。

６年理科  「大地の作りと変化」の
授業で地震の液状化現象の実験
をしました。

賀露小学校､湖山小学校､末恒小学校､湖山西小学校､
湖東中学校､県立鳥取湖陵高等学校、県立白兎養護学校

主な取組内容

実践校

●緊急地震速報受信システムやJアラートを活用した避難訓練の実施
●教科等と関連づけた児童生徒の実態に応じた防災に関する学習の実施
●県が委嘱した学校防災アドバイザーによる授業や取組への指導助言
●学校の防災体制の整備及び保護者や地域と連携した取組　など

　東日本大震災を教訓に、実践的防災教育の取組がモデル地域で
ある鳥取市湖東地区の学校で行われており、児童生徒が自ら危険
を予想し、危険を回避していく能力が育っています。


