
現地学習会 募集人数10名
（最少催行人数5名）

無 料

基礎コース  10：30～11：00
一般コース  11：30～12：30
上級コース  13：30～14：30

受検者全員に
鳥取砂丘周辺土産施設の割引券を進呈

※賞品のセレクトは当実行委員会事務局の厳正なる抽選によって行い、
　賞品の発送をもって抽選結果の発表に代えせていただきます。

※

0857-26-0756
0857-72-8987鳥取砂丘検定 【応募受付窓口】鳥取砂丘検定実行委員会事務局  （鳥取市観光コンベンション協会内）

【検定に関する問い合わせ等】鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館
☎ 
☎ 

受検者特典

合格者特典

基礎 500円コース 一般・上級 1,000円各コース

まで

鳥取砂丘を知るためには、公式テキスト
ブックは有効でよい本でした。観光の視
点だけでなく学術的な視点で砂丘のこと
について人に話せるようになりました。

見るだけに過ぎなかった砂丘
の成り立ち、歴史を知ることに
より、砂丘がずっと身近に感じ
られ、知識も深まりました。

県内外の知人・友人に積極
的に観光案内が出来るよう
になりました。観光客の役に
立てることが嬉しいです。

日時・場所日時・場所

受検料受検料

※このほか裏面の現地案内などで
　砂丘の学習に役立てて下さい。

鳥取会場 東京会場 大阪会場
鳥取砂丘ビジターセンター とっとり・おかやま新橋館２階

東京都港区新橋一丁目11番7号
新橋センタープレイス

鳥取県鳥取市福部町湯山2164-971
（鳥取砂丘駐車場内）

鳥取県関西本部交流室
大阪市北区梅田 1-1-3-2200
大阪駅前第3ビル22階

2018年

申込期間 平成30年10月19日（金）
１0月27日（土）

11 11月 日

第10回

ホームページ     第１０回鳥取砂丘検定     で検索ホームページ     第１０回鳥取砂丘検定     で検索

　鳥取砂丘は、ユネスコ世界ジオパー

クとして認められた山陰海岸ジオ

パークを代表する地質遺産であり、

国内外に誇れる貴重な財産です。

　鳥取砂丘検定は、鳥取砂丘の地形

や地質、生きものたち、鳥取砂丘と人

とのかかわりなど鳥取砂丘に関する

多分野にわたる内容を学んでいただ

くことを目的としています。

　鳥取砂丘検定を通じて、鳥取砂丘を

理解し、鳥取砂丘の魅力を多くの方に

知っていただくとともに、鳥取砂丘を

訪れる方々 に対するおもてなしの向上

をめざします。さらに、山陰海岸ジオ

パークの持続性のある

発展につなげます。

～鳥取砂丘検定について～
 一般コース ・ 上級コース 合格者には〈ピンバッジ〉を、
 上級コース 合格者には
〈すなば珈琲マグカップ＆コーヒー〉、または
〈等高線積み上げモデル「鳥取砂丘」〉の
いずれか  をプレゼントします。

裏面の受検申込書に必要
事項を記入し、FAXにて
申し込み下さい。また、
ホームページからも申し
込みできます。

当日検定会場にてお支払い下さい ※複数コース併願可

砂 丘 上 級 者 を 目 指 そ う！

協賛 : 鳥取砂丘会館

協賛 : すなば珈琲

すなば珈琲
マグカップ＆コーヒー

等高線積み上げモデル
「鳥取砂丘」

認定証

ピンバッジ

基礎コース合格者
一般コース合格者
上級コース合格者

★
★
★ ★印は合格コースによって

異なる仕様のデザインとなります。

または

̶
★
★

●
●
●

認定証 ピンバッジ 順位通知

̶
̶
●

合格者の声

すなば珈琲
マグカップ
＆コーヒー

等高線積み上げ
モデル「鳥取砂丘」

鳥取砂丘検定
第 　 回10



受検者全員に合否の結果を12月3日までに発送し
ます。合格者には順位を記載した通知と認定証、各
コース副賞を送付します。
平成30年12月8日（土）までに検定結果が届かない
場合は、鳥取砂丘検定実行委員会事務局（☎
0857-26-0756）にご連絡ください。

合格発表、認定証の送付

受検票は、申込期間終了後に申込書に記載の住所
に郵送します。受検票に間違いがある場合、又は受
検票が届かない場合は、１１月５日（月）までに鳥取
砂丘検定実行委員会事務局（☎ 0857-26-0756）に
ご連絡ください。

受検票の送付

受検日   30年11月11日（日）平成

鳥取砂丘を現地で学習できる講座・体験活動

自然公園財団鳥取支部
☎0857-23-7652

とっとり観光ガイドセンター  ☎0857-22-4878
ホームページhttp://www.tori-guide.com/

鳥取砂丘ジオパークセンター（9月30日まで） ☎0857-22-0021

鳥取砂丘再生会議事務局  ☎0857-22-0583

ボランティア除草����鳥取砂丘生きもの発見隊
早朝・昼間（�月～）・夜のガイドツアー
鳥取砂丘散策ガイドツアー

鳥取砂丘トワイライトツアー

その他現地ガイドの予約受付先

�/��（土）～�/�（日）の土日（�/��,��を除く）
�:��～�：��

ボランティア除草は参加無料

�月�日（日）、
�月��日（日）

��：��～��：��

日の入り�時間前から開始、所要時間��分

受検会場は全国３箇所（鳥取・東京・大阪）
当日会場で受検料をお支払いください。

受 検 の 流 れ

第10回鳥取砂丘検定 受検申込書

FAX 0857-29-1000

男・女

鳥取砂丘検定実行委員会事務局 行

受検される会場など、必要事項をご記入の上、FAXにて送信してください。

基礎

住所 (〒　　　     -　　　     ）

Tel（　　　　　）　　　- Fax（　　　　　）　　　-

氏名 ( フリガナ ) 受検会場現地学習会

□ 参加
□ 不参加

鳥取  ・  東京  ・  大阪

  基礎コース
  一般コース
  上級コース

500 円
1,000 円
1,000 円

リーフレット「鳥取砂丘入門」を中心に、
鳥取砂丘に関する基礎的な知識を問います。

出 題 範 囲

問 題 形 式・出 題 数

テ キ ス ト ブ ッ ク

合 格 基 準
基礎コース　２５問４者択一方式

一般コース　５０問４者択一方式及び一部記述式

上級コース　５０問４者択一方式及び一部記述式

基礎コース　全２５問中１８問以上正答者は合格

一般コース　全５０問中３５問以上正答者は合格

上級コース　全５０問中４０問以上正答者は合格

『鳥取砂丘まるごとハンドブック』を中心に出題します。

※『鳥取砂丘まるごとハンドブック』においては、
　以下の項目は一般コースの出題範囲に含まれません。

※「鳥取砂丘入門」はホームページからダウンロードしてください。

『砂丘を知ろう 鳥取砂丘検定公式テキストブック』または、
『鳥取砂丘まるごとハンドブック』を中心に出題します。

２－③  山陰海岸ジオパークにおける鳥取砂丘の重要性
１－③  砂丘内部の水分特性　１－⑧  クラスト　１－⑩  砂丘カルメラ
１－⑪  パラボリックデューン　１－⑬  湖山池　１－⑭  離水海食洞
２－②  ボーリング調査からわかる砂丘の地質構造　２－③  鳥取砂丘形成の歴史　
１－②  打ち上げ群落　１－⑨  鳥取砂丘の花ごよみ　１－⑩  砂丘周辺の砂防林
１－⑪  多鯰ヶ池周辺の植物　２－④  ハンミョウのなかま　２－⑤  オアシスの小動物
２－⑥  鳥類　２－⑦  ほ乳類　２－⑨  多鯰ヶ池の動物
３－③  砂丘の歩き方（見どころ）　３－④  鳥取砂丘から見える景色
１－②  鳥取砂丘の文学碑　１－③  鳥取砂丘とミステリー小説
１－④  鳥取砂丘とロケ　２－①  絵画、版画
４－①  鳥取に来襲する波の特性と海岸浸食の仕組み
４－②  鳥取砂丘海岸でのサンドリサイクル事業　４－③  サンドリサイクルの効果
コラム１  鳥取砂丘の調査杭　　コラム２  風紋発生実験装置による実験
コラム３  日本の砂丘の紹介　　コラム５  砂丘の個性的な昆虫いろいろ①②
コラム７  砂丘内での熱中症

第１章
第２章

第３章

第４章
第５章

第６章

1,080円 （税込）
864円 （税込）

ISBN： 9784938875862

ISBN： 9784938875640 

コース

一般コース

上級コース

申込み

「鳥取砂丘検定受検申込書」に●必要事項、●希望する
受検会場、●受検コース等を記入いただき、FAXにて申
し込み下さい。ホームページからも受付しています。

受検料は検定会場にてお支払い下さい。
やむをえず取消をされる場合は、
応募受付窓口へ必ずご連絡下さい。

https://www.pref.tottori.lg.jp/225115.htm

平成30年10月19日（金）まで

鳥取砂丘検定　試験概要鳥取砂丘検定　試験概要

男・女

年齢　　歳

年齢　　歳

住所 (〒　　　     -　　　     ）

Tel（　　　　　）　　　- Fax（　　　　　）　　　-

氏名 ( フリガナ )

受検コース

□ 参加
□ 不参加

鳥取  ・  東京  ・  大阪

  基礎コース
  一般コース
  上級コース

500 円
1,000 円
1,000 円

要
申
込

複数コース選択可

「鳥取砂丘まるごとハンドブック」
「砂丘を知ろう  鳥取砂丘検定公式テキストブック」

現地学習会

○印をつけてください

○印をつけてください

受検会場

受検コース

複数コース選択可
○印をつけてください

○印をつけてください

今井書店、ブックセンターコスモ吉方店・岩吉店、鳥取ブックセンター郡家店、
定有堂書店、鳥取市ふるさと物産館本店、その他

発　行  鳥取砂丘検定実行委員会
発売元 今井書店

販売先


