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問合せ先
・
送り先

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

〒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

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
東部会場 中部会場 西部会場

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。

企画展
戦後７０年  鳥取と戦争

スペシャルアートシアター
「ANPO」

県立博物館
特別展示室9時～17時

13時～14時

12月19日（土）

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

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
休館日：12月21日（月）、年末年始
（12月29日（火）～1月3日（日））
視聴：無料
対象：高校生～一般
定員：250名　申込：不要　

14時
〜

15時40分
県立博物館
講堂

歴史講座
鳥取県内の戦争遺跡12月20日（日）

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

参加費用：無料
対象：高校生～一般
定員：240名　申込：不要　

13時30分
〜
16時

8時30分
〜
16時

14時
〜

15時30分
①30日10時～
　31日14時まで
②20日10時～
　21日14時まで

①6日10時30分～
　7日15時30分まで
②6日9時～
　16時30分まで

5日10時～
6日14時まで

県立博物館
講堂

ギャラリートーク
戦後７０年  鳥取と戦争1月9日（土）

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

参加費用：企画展観覧料
対象：高校生～一般
定員：なし　申込：不要　

県立博物館
特別展示室

14時～15時
ギャラリートーク
美術部門テーマ展示Ⅳ
｢染織の美｣展

1月9日（土）
県立博物館
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

参加費用：常設展示観覧料
対象：高校生～一般
定員：なし　申込：不要　

県立博物館
展示室

14時～15時
ギャラリートーク
コレクション展Ⅶ2月6日（土）

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

参加費用：常設展示観覧料
対象：高校生～一般
定員：なし　申込：不要　

参加費用：3,500円程度
対象：小学１～３年生
申込：2月16日（火）まで

県立博物館
展示室

10時～16時
ジュニア県展関連ワークショップ
モシャモシャ探検隊！20161月23日（土）

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

参加費用：無料  対象：小学生～
一般(小学生は保護者同伴)
定員：なし　申込：不要　

県立博物館
会議室

14時～15時
アートシアター
東京のモダニズム建築
～オフィス編～

親子エンジョイスキー

1月16日（土）
県立博物館
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

視聴：無料
対象：高校生～一般
定員：250名　申込：不要　

県立博物館
講堂

スペシャルアートシアター
山村浩二短編アニメーション作品
「頭山」他

1月30日（土）
県立博物館
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

視聴：無料  対象：小学生～一般
(小学生は保護者同伴)
定員：250名　申込：不要　

県立博物館
講堂

12月5日（土）
〜

1月11日（月・祝）

3月5日（土）
〜

6日（日）

1月16日（土）
・

17日（日） ※いずれも日帰り

いじめ・不登校総合対策センター  電話 0857（28）2362  FAX 0857（28）8513問合せ先

鳥取県立博物館 学芸課 人文担当  電話 ０８５７（２６）８０４４  FAX ０８５７（２６）８０４１問合せ先

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

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

こども未来フォーラムこども未来フォーラム
　いじめ問題への関心を高め、いじめの未然防止の
ために参加者ができることを考えるきっかけとする
ため、こども未来フォーラムを開催します。

船上山ウィンター
　　　フェスティバル

ちっちゃい探検隊③

参加費用：3,500円程度
対象：小中学生とその家族（16家族
まで）  申込：①1月13日（水）まで
②2月4日（木）まで

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

船上山少年自然
の家とその周辺

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

船上山少年自然
の家とその周辺※1泊2日

　これからの季節、インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染
症の流行が考えられます。
　「かからない・うつさない・広げない」を合言葉に、感染の
拡大防止に努めましょう。

感染予防の基本は「手洗い」です。
●石けんやハンドソープを使って最低
15秒以上、手のひらだけでなく、手の甲、
指やつめの間、手首までしっかり洗いましょう。

感染経路：飛沫感染といって、咳やくしゃみで感
染します。飛沫のウィルスが手指に付着し、口や
鼻の粘膜から感染します。
症状：発熱、呼吸器症状（咳、のどの痛み、鼻水等）

うがい、手洗いの徹底、部屋の換気はこ
まめにしましょう。流行期は人が集まる
場所への参加を避け、マスク着用、咳エ
チケットを心がけましょう。

　薬物乱用とは、薬物を不正な目的
や方法で使用することを言います。病院等で処方され
た医薬品を医療目的以外で不正に使用することなど
も含みます。
　薬物の中には、大麻、覚せい剤、麻薬など、持ってい
るだけでも重罪になる危険なものもあります。
　「やせられる」「一度だけなら大丈夫」といったイメー
ジは間違いで、実際は興奮や幻覚、意識障害などを引
き起こし、脳や体がボロボロになる恐ろしいものです。
鳥取県では条例で「危険ドラッグ」の所持・使用・販売も
全面的に禁止しています。

　鳥取県では、中学校・高等学校において、薬物乱用防止
を目的とした教室を、年１回は開催するようにしています。

普段から、栄養と睡眠を十分にとり、体の
抵抗力を高めましょう。

咳エチケットを心がけましょう。

感染の疑いがあれば、早めに医療機関を
受診しましょう。

手洗いを心がけましょう。

マスクをせずに咳やくしゃみをすると、ウイルスが
２～３ｍ飛ぶと言われています。
●咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチ
などで鼻や口を押さえましょう。
●使用後のティッシュは、すぐにフタ付きのごみ箱に
捨てましょう。
●マスクを正しく着用しましょう。

●外出時には、ウイルスが入りにくく、使い捨てが
できる不織布製マスクがおすすめです。

不織布製マスクを着用しましょう。
ふ しょくふ

インフルエンザ等への対応

予
防
方
法

感染経路：経口感染といって、汚染された食品や
飲料水から感染します。患者や症状のない保菌
者から排出された菌が手指に付着し、口を介して
感染します。（人から人へのいわゆる二次感染）
症状：下痢（水様便から血便等様々）、嘔吐、腹痛、発熱

調理前や食事前、トイレの後は、流水と
せっけんでよく手を洗いましょう。トイ
レの便座・ドアノブ・水道の蛇口等手
で触る部分はこまめに消毒しましょう。

感染性胃腸炎（ノロウィルス等）への対応

予
防
方
法

薬物乱用は
一度でも
犯罪です

▼薬物乱用防止教室の開催について

参加費用：1,100円
対象：小学１～４年生の親子
申込：12月18日（金）まで

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

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

大山青年の家

①1月30日（土）
～31日（日）

②2月20日（土）
～21日（日）

歩くスキーの集い
参加費用：①4,500円程度②1,100円程度
対象：①社会人・大学生②小学４年生以上の親子
申込：①、②とも 1月22日（金）まで

大山青年の家、
大山周辺

①2月6日（土）
～7日（日）

②2月6日（土）
※日帰りコース 

平成２８年1月24日（日）
倉吉未来中心 小ホールほか
●「笑顔でつながる缶バッジデザイン」
コンクール優秀作品の表彰
●トークショー 渡部 陽一氏（戦場カメラマン）
●パネルディスカッション
●児童生徒によるいじめ未然防止に向けた取組発表等

※託児を希望される方は１２月２８日（月）までにお問い合わせください。

入場
無料

日 時

会 場

13:30～16:20（13:00開場）

「戦後70年 鳥取と戦争」「戦後70年 鳥取と戦争」
　今年は、先の戦争が終わってから70年となります。本展覧会で
は、1931年の満州事変から1945年の終戦までの戦時下の鳥取
県内の様子等を紹介します。また、平成26、27年度に当館が行っ
た「鳥取県内の戦争遺跡調査」の成果も紹介します。

企画展企画展

1２月５日（土）～
1月11日（月・祝）
鳥取県立博物館

開催期間

展示会場

９：００～１７：００

料  金 ●一般／ 500円 ●団体／ 300円
●７０才以上・大学生以下 無料

休館日 ●12月21日㈪
●年末年始（12月29日㈫～1月3日㈰）

◀
国
民
総
決
起
ポ
ス
タ
ー  

当
館
蔵

推薦図書枠（8作品） 自由図書枠（10作品）

推薦図書枠の最優秀賞受賞者は
上原浩治さん（ボストンレッドソックス投手）
に会ってインタビューします！

実 施 時 期 平成２７年７月～９月 応募作品数 ７３２点

　鳥取県教育委員会では、「鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン（第３次計
画）」（H26.3策定）に基づく子どもの読書推進施策の一環として、読書離れの傾
向が見られる中学生が自ら本を読み、その大切さや楽しさを感じることを目的
として「中学生ポップコンテスト」を行い、このほど最優秀作品が決定しました。
※最優秀作品は県内の書店での展示を予定しています。

選考結果選考結果

鳥取から発信・高校生による
映画制作の拠点づくり

高校生の科学研究コンテストで
世界一を目指す！

高校生がプロデュース。まちなかチャレンジデー

平成27年度とっとり夢プロジェクト事業活動中！
「とっとり夢プロジェクト事業」は、創造力とチャレンジ精神を持った高校生の主体的な企画・活動を応援する事業として実施しています。

書面・プレゼンテーションなどの選考を経て、３つの企画が採択され、現在、夢の実現に向けて取り組んでいます。

長谷川真梨菜さん（米子高専） 

バードハット（受付・案内）、鳥取大学ＳＡＫＡＥ４０１、
環境大学まちなかキャンパス、まちパル鳥取など

　鳥取市の中心市街地を舞台に、各高校から集まった高
校生実行委員会が企画した様々なイベントを開催しま
す。（高校生によるディベートやトークライブ、社会で活
躍する大人を囲んだ座談会、バンドのライブなど）
　また、商店街のお店に協賛をいただき、当日限定で
高校生向けのサービスを実施してもらう予定です。
高校生以外の方でもお楽しみいただけます。是非お
こしください！！

　今年度初めての成果発表として、慶應義塾大学鶴
岡キャンパスで行われた高校生バイオサミットに3年
の前田千澄さんが参加し、全83件中の上位3発表に
与えられる大臣賞を受賞しました。現在は、年末にあ
る世界大会の国内予選会（高校生科学技術チャレンジ
2015）に向けた準備を進めています。

日時

会場

2015年12月20日（日）午前10時～午後４時

代表

田中日菜さん
た　なか　ひ　　な

鳥取市立中ノ郷中学校2年
ボックス！

秋山英里奈さん
あき　やま　え　り　な

鳥取市立福部中学校2年
ボックス！

井手野晴日さん
い　で　の　はる　ひ

鳥取市立福部中学校2年
魔球

磯辺千尋さん
いそ　べ　　ち　ひろ

米子市立福米中学校1年
魔球

前田翔天さん
まえ　た　しょう　ま

鳥取市立中ノ郷中学校2年
不変

中野大成 さん
なか　の　たい　せい

池成　駿 さん
いけ　なり　　　しゅん

鳥取市立中ノ郷中学校3年 不変

中村吉伸 さん
なか　むら　よし　のぶ

大麻竣太郎さん
おお　あさ　しゅんた ろう

鳥取市立中ノ郷中学校3年 不変

⻆　和香さん
すみ　　　のど　 か

米子市立美保中学校2年
不変

河上都妃子さん
かわ　かみ　つ　　き　こ

鳥取市立北中学校1年
鹿の王

桜井奈弓さん
さくら　い　 な　ゆみ

鳥取市立湖東中学校2年
幕が上がる

米田百花さん
よね　だ　もも　か

鳥取市立湖東中学校2年
学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話

久瀬由果さん
く　 せ　ゆう　 か

境港市立第一中学校3年
９９のなみだ・蛍

山形光希さん
やま がた　みつ　き

境港市立第一中学校2年
15歳からはじめる成功哲学

安住玲那さん
あ　ずみ　れ　　な

鳥取市立中ノ郷中学校2年
檸檬

田中菜々絵さん
た　なか　な　な　え

鳥取市立中ノ郷中学校3年
ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと

岩田萌々子さん
いわ　た　 も　も　こ

境港市立第一中学校3年
県庁おもてなし課

角田真子さん
つの　だ　 ま　 こ

大山町立名和中学校3年
帰宅部ボーイズ

前田遥香さん
まえ　た　はる　か

大山町立中山中学校1年
阪急電車

※■内は、図書名です。

推薦者（上原浩治さん）
に会ってインタビュー！

最優秀作品（推薦図書枠）
に選ばれると！

本を読み
ポップを応募1 2 3

問合せ先 県教委社会教育課　電話 ０８５７（２6）７943　FAX ０８５７（２6）8175

加藤 雅人さん（鳥取西高校）代表
か　とう　 まさ　と

は　  せ 　がわ  ま　 り　 な

山村 萌衣さん（米子高専）代表
やま  むら　　め　 い

　米子高専出身で映画「探偵はBARにいる」などの
撮影監督・田中一成氏や地元の漫画家・寺西竜也氏
を講師に招き、撮影方法やストーリーづくりについて
学ぶ映画制作講座を開催しました。
　１月には、米子市内でも上映会も予定しています
ので、是非足を運んでください！

た　 なか  かず    しげ

まえ    た　  ち　 ずみ

てら  にし　たつ　や


