話題と情報の掲示板

トピックコーナー

自転車運転者講習等に係る
改正道路交通法の施行について
自転車運転者（１４歳以上）が、危険なルール違反を繰り返す
（３年以
内に２回以上）
と・・・
「自転車運転者講習」
を受けることになりました。

信号無視

止まれ

歩道通行時の通行方法違反

学校・地域

家庭

学校では、地域の方々が様々な形で関わ
り、子どもの健やかな成長と学びを応援して
います。
学校支援ボランティアの活動にご協力ください。

家庭は、子どもにとっていちばん大切な
場所です。
保護者活動や研修会に参加して、親も
学ぶ時間を持ちましょう。

「学校支援ボランティア」への

親が元気になる

参画が増えています。

その他の
危険行為

「参加型ＰＴＡ研修会」
が広がっています。

・制動装置（ブレーキ）不良自転車運転 ・酒酔い運転
・通行区分違反
・通行禁止違反 ・歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ・遮断踏切立入り ・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害等 ・環状交差点安全進行義務違反等 ・安全運転義務違反

子育て等をテーマ
に、楽しく話し合う
ワークショップ型研
修会を推進してい
ます。

自転車安全利用五則

❶自 転車 は、車道 が原
則、
歩道は例外
❷車道は左側を通行
❸歩道は歩行者優先で、
車道
寄りを徐行
❹安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と
一時停止・安全確認

自転車教室

❺子どもはヘルメットを
着用

自転車点検

問合せ先

ねらい

問合せ先

お知らせ・イベントコーナー
9月19日
（土）
9月26日
（土）

イベント名
ワークショップ

落書きばんざい！
（秋編）

スペシャルトークセッション

ヤノベケンジさんと語る

10月3日
（土） 企画展
日本近代洋画への道
〜
11月8日
（日） 〜山岡コレクションを中心に〜
野外観察会

10月10日（土） 城原海岸の打ち上げ貝を
調べよう
10月17日（土）
10月17日（土）

野外観察会

きのこを調べる会
ワークショップ

油絵の具をつくろう！
野外観察会

時

間

10時〜16時
14時〜16時

場

所

問合せ先
県立博物館

11月8日
（日）
11月14日（土）

図書館 子育てオータム・フェスタ
〜本と一緒にハッピー・ファミリータイム〜
スペシャルアートシアター

キューティー＆ボクサー

11月14日（土） 天体観望会
予備日：11月15日（日） 秋の星を見る会
11月15日（日）

サイエンスレクチャー

中村栄三博士講演会

イベント名
講演会

伯耆大山と近代観光

12月5日
（土） 企画展
〜
1月11日（月・祝） 戦後70年
12月6日
（日）

参加費用：無料 対象：小学生以上
山陰海岸学習館
電話：0857-73-1445 （小学生は保護者同伴） 定員：20名
FAX：0857-73-1446 申込：9月24日（木）から電話のみ、先着順

12月6日
（日）

参加費用：無料（コーナーによっては実費あり）
対象：幼児〜一般
※前泊コースあり（申込期限：10月2日（金）
まで、定員：24家族、費用：1人1,900円）
参加費用：3,000円程度 対象：各校の
不登校傾向、教育支援センターに通う
小中学生と職員・保護者
定員：40名程度 申込：10月1日（木）まで

参加費用：無料 対象：幼児〜一般
（小学生以下は保護者同伴） 定員：20名
申込：10月8日（木）から電話のみ、先着順
参加費用：3,500円程度
対象：小学1年生〜3年生 定員：48名
申込：10月22日
（木）
まで

県立博物館
視聴：無料
14時
県立博物館
電話：0857-26-8045 対象：高校生〜一般
〜
講堂
15時30分
FAX：0857-26-8041 定員：250名 申込：不要

参加費用：無料
18時30分 山陰海岸学習館 山陰海岸学習館
電話：0857-73-1445 対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
〜
20時30分 （駐車場）
FAX：0857-73-1446 申込：不要
参加費用：無料 対象：中学生・
県立博物館 県立博物館
電話：0857-26-8044 高校生〜一般 定員：250名
講堂
FAX：0857-26-8041 申込：ＨＰ等でお知らせします

県立博物館
野外観察会
10時〜12時 樗谿公園 電話：0857-26-8044
11月21日（土）
しいのみさがしと森のたんけん （雨天中止）（鳥取市上町） FAX：0857-26-8041
集合：鳥居前
大山青年の家
21日 13時30分
11月21日（土） 家族でお泊まり会
大山青年の家 電話：0859-53-8030
〜
※1泊2日 22日 10時
〜22日（日）
FAX：0859-53-8265

よりよい紙面づくりのために

ご意見をお寄せください。

参加費用：無料 対象：幼児〜一般
（小学生以下は保護者同伴）定員：20名
申込：10月29日（木）から電話のみ、先着順
参加費用：一人1,700円
対象：1家族8人まで 定員：24家族
申込：11月6日
（金）
まで

問合せ先
・
送り先

場

所

問合せ先

その他

県立博物館
参加費用：無料
14時
県立博物館
〜
電話：0857-26-8044 対象：高校生〜一般
15時30分 講堂
FAX：0857-26-8041 定員：250名 申込：不要

SNSのトラブル急増中！････････････････････････････････････････････････････････････ 1
関心を高めよう 政治や選挙 ････････････････････････････････････････････････････････ 1
近畿高等学校総合文化祭鳥取大会 ･････････････････････････････････････････････ 2・3
あいサポート・特別支援学校合同文化祭 ･･････････････････････････････････････････ 4
とっとりイングリッシュクラブ
「英語キャンプ」･･････････････････････････････････････ 4
シリーズ 県立高校の取組（鳥取中央育英高校）･････････････････････････････････ 5
シリーズ 鳥取県のエキスパート教員（皆生養護学校）･････････････････････5

SNS のトラブル
※

急増中！

12月12日（土）
12月13日（日）

鳥取と戦争

自然講座

化石レプリカをつくろう！
講演会

徴兵制と青年
講演会

学童集団疎開と鳥取
民俗講座

鳥取県の民話を聞く会

10時〜12時

参加費用：無料 対象：幼児〜一般
県立博物館 県立博物館
電話：0857-26-8044 （小学生以下は保護者同伴）定員：20名
会議室
FAX：0857-26-8041 申込：11月12日（木）から電話のみ、先着順

参加費用：無料
14時
県立博物館 県立博物館
電話：0857-26-8044 対象：高校生〜一般
〜
講堂
15時30分
FAX：0857-26-8041 定員：250名 申込：不要

14時
県立博物館 県立博物館
電話：0857-26-8044
〜
15時30分 講堂
FAX：0857-26-8041
県立博物館 県立博物館
14時〜15時 歴史・民俗展示室 電話：0857-26-8044
復元民家内
FAX：0857-26-8041

参加費用：無料
対象：高校生〜一般
定員：250名 申込：不要
参加費用：観覧料（大学生以下は無料）
対象：小学生〜一般（小学生は保護者同伴）
定員：なし 申込：不要

26日 10時 船上山少年自然 船上山少年自然の家 参加費用：5,000円程度
12月26日（土） 船上山アカデミー
〜
電話：0858-55-7111 対象：小学4年生〜中学生
〜28日（月）
※2泊3日 28日 14時30分 の家とその周辺 FAX：0858-55-7119 定員：50名程度 申込：12月10日（木）まで

鳥取県
高校生
クイズ
高校生と特別支援学校高等部の皆さん！
高校司書が作成したオリジナルクイズに挑戦してみませんか？
10月から12月にかけて各高校と特別支援学校の図書館で、学校図書館
の資料をヒントにして、鳥取県や自分の学校に関するクイズに答える
イベントを開催します。
高校生の皆さんはふるって応募してください。
また、
クイズに先立ち、
「学校図書館に行きたくなる」
をテーマに高
校生から募集したキャッチコピー優秀作品をクイズイベントのポス
ターに掲示していますので、
そちらもご覧ください。
詳しくは、通学先の学校図書館司書にお尋ねください。
問合せ先

シリーズ プロが教える文化遺産のツボ〜かたちのない文化財？〜 …………… 5
＜子ども県政コーナー＞ 鳥取県西部地震から15年 …………………………6・7
＜トピックコーナー＞ ……………………………………………………………… 8
●自転車運転者講習等に係る改正道路交通法の施行について
●みんなで協力して、子どもたちを健やかに育てましょう！〜みんなが子どもの応援団〜
●お知らせ・イベントコーナー

スマートフォンを利用している中学生の8割、高校生の9割が使ってい
ると言われるＳＮＳですが、新しい友人もできる一方で、様々なトラブルも
発生しています。
（
「平成26年度青少年のインターネット利用環境実態調査」
内閣府）
※SNSとは…ソーシャル・ネット-ワーキング・サービスの略。Facebook、LINE、Twitter
などが挙げられます。

トラブル「そんなつもりはなかったのに…」
その１

鳥取県立図書館 電話 0857（26）8155 FAX 0857（22）2996

〒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＠ｐｒｅ
ｆ．
ｔｏｔ
ｔｏｒ
ｉｊ
．
ｐ

その2

■アルバイト店員が面白半分に食品の冷蔵庫の中に入ったり、食
材で遊んだりする画像を掲載したところ、画像が広がり、店か
ら数百万円〜数千万円の賠償金を請求された。また、個人が特
定され、就職を取り消された。

原因は…

自分の書いた言葉が相手にどのように伝わるのか配慮に欠けていたり、

原因は… 相手の気持ちがうまくとらえられなかったりするために起こります。

文字だけのコミュニケーションは表情や身振りが見えないので相手に誤解され
ることがあります。
短い文章では真意が伝わらないことがあるので、言葉は丁寧に正確に伝えましょう。

インターネットの特性を理解し、ひとりよがりの使い方に
ならないようにしましょう。
最新のインターネット事情をわかりやすくお話しする
「鳥取県ケータイ・インター
ネット教育推進員」
を保護者対象の講演会に派遣しています。
（費用は無料です）

友達限定だからと軽い気持ちで投稿したり、
インターネット上の書き込みは個人が特定でき
ないと思ったりしているために起こります。

インターネットで発信した情報は多くの人にすぐ広まります。
一度広がった情報は完全には削除できません。
インターネット上の書き込みは個人を特定することができます。
悪質な書き込みは、犯罪となることもあります。

インターネット上での情報の安全な取り扱いに
関して、正しい知識を持ちましょう。

申込・問合せ先

県教委社会教育課 HP：http://www.pref.tottori.lg.jp/shakaikyouiku/
電話 0857(26)7520 FAX 0857(26)8175

関心を高めよう 政治や選挙
～未来の主権者を育成するために～

６月に、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、選挙権年齢等が満１８歳以上へ引き下げられました。平成２８年度の
国政選挙から、一部の高校生が投票権を有することになります。
県教育委員会では、政治や社会への関心を高め、社会に参画する自覚をもった未来の主権者を育てる教育を推進しています。
この機会に、
ご家庭でも政治や選挙について話し合ってみてはいかがでしょうか。

高等学校

モデル校で模擬投票授業に取り組みます

主 権 者 教 育 の 取 組

新聞を活用したＮＩＥ教育に取り組んでいます
新聞を生きた教材として活用することで、社会性豊かな青少年の育成や活字文化
と民主主義社会の発展を目ざしています。
平成２7年度実践校：鳥取市立瑞穂小学校、倉吉市立明倫小学校、
倉吉市立西中学校、大山町立名和中学校

全ての県立高校で、投票体験等の学習を
取り入れた取組を行います
例：高校３年生を対象にした県選挙管理委員会の
講演と投票箱への投票

平成２５年度
米子西高校での模擬投票の様子

市町村の取組

生徒が地域や社会とつながる学習活動を行っています
各高校の生徒が地域社会とつながり、地域の課題を主体的に考察する取組
法律や租税制度について地域の専門家の生の声を聞く取組
鳥取県議会：
「高校生議会」に参加し、高校生が質問
北栄町議会：
「高校生議会」で鳥取中央育英高校の生徒が質問

特別支援
学校

小中学校・高等学校

よりよい社会の形成に参画する資質や能力の基礎を培うため、
学習指導要領にそった学習の充実を図っています

モデル校：鳥取東高校・倉吉東高校・米子東高校
例：過去の国政選挙を題材にして、政策を比較した
模擬投票を行う授業等

障がい種に応じた主権者教育に取り組みます

地域と連携し議会への参加や
町づくりに取り組んでいます

智頭町：
「智頭町百人委員会」で智頭中・智頭農林高の生徒が考えた
地域の活性化策を提案発表。今年度予算化され現在実践中
三朝町：
「子ども夢議会」で町内３小学校（東小、西小、南小）の代表が子ども議員と
して議会で質問
日南町：日南中の生徒を地方創生に伴う総合戦略策定のための「日南町総合戦略策定
会議」の策定委員に委嘱

例：鳥取盲学校での点字投票、生徒会選挙をとおした投票用紙
への記入方法や投票箱への投票方法を学ぶ取組

公職選挙法や教育の政治的中立に十分留意して実施します。
問合せ先

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

8

トラブル「面白半分だったつもりが…」

■友達から送られてきたペットの写真に
「かわいいよね」
という意味で
「かわ
いくない？」
と返信したところ、意味を誤解され、友達を怒らせてしまった。

県立博物館
一般/500円
県立博物館
電話：0857-26-8044 前売り･団体/300円
9時〜17時
2階特別展示室 FAX：0857-26-8041 休館日：12月21日(月)

平成２７年度

参加費用：無料 対象：保育園・幼稚
13時30分 鳥取県立図書館 鳥取県立図書館
電話：0857-26-8155 園児〜一般（親子で御参加ください）
〜
大研修室
16時
FAX：0857-22-2996 定員：90名 申込：10月31日（土）

おうちだに

間

年5回発行

大山青年の家
参加費用：一人1,700円
5日 13時30分
12月5日
（土） お父さんとお泊まり会
大山青年の家 電話：0859-53-8030 対象：お父さんと子ども達 定員：24家族
〜
※1泊2日
〜6日
（日）
6日 10時
（予定）
FAX：0859-53-8265 申込：11月上旬まで

県立博物館
参加費用：無料 対象：小学校高学年〜
10時〜15時 国府町上地（鳥取市） 電話：0857-26-8044 一般（小学生は保護者同伴） 定員：20名
（雨天中止） 集合：扇の里交流館 FAX：0857-26-8041 申込：10月15日（木）から電話のみ、先着順

14時〜16時

時

編集・発行

鳥取県教育委員会

■ＳＮＳ上で遊ぶ相談をしているときに、来る手段をたずねようとして
「何
で来るの？」
と送ったところ、
「どうしてあなたが来るの？
（来なくていい
のに）
」
と受け取られてしまい、けんかになってしまった。

大山青年の家
参加費用：一人1,700円
28日 13時30分
11月28日（土） お母さんとお泊まり会
大山青年の家 電話：0859-53-8030 対象：お母さんと子ども達 定員：24家族
〜
※1泊2日 29日 10時
〜29日（日）
（予定）
FAX：0859-53-8265 申込：11月上旬まで
参加費用：無料 対象：幼児〜一般
湖山池青島 県立博物館
野外観察会
9時〜12時
11月29日（日）
（鳥取市） 電話：0857-26-8044 （小学生以下は保護者同伴）定員：20名
はじめてのバードウォッチング （小雨決行） 集合：青島駐車場 FAX：0857-26-8041 申込：11月5日（木）から電話のみ、先着順

県立博物館
参加費用：無料
県立博物館
電話：0857-26-8045 対象：小学生〜一般 定員：10名
14時〜16時
会議室
FAX：0857-26-8041 申込：10月2日（金）から電話のみ、先着順

13時〜16時 とっとり出合いの森 県立博物館
電話：0857-26-8044
11月1日
（日）
おちばの中のモンスターをさがそう！（小雨決行） 集合：出合いの森管理棟 FAX：0857-26-8041
7日 10時30分 船上山少年自然 船上山少年自然の家
11月7日
（土） ちっちゃい探検隊②
電話：0858-55-7111
〜
〜8日
（日）
※1泊2日 8日 15時 の家とその周辺 FAX：0858-55-7119
化石をさがせ！

11月22日（日）

参加費用：無料 対象：小学4年生以上〜
岩美町立渚交流館 山陰海岸学習館
・
電話：0857-73-1445 一般（小学生は保護者同伴） 定員：20名
城原海岸（岩美町） FAX：0857-73-1446 申込：9月17日（木）から電話のみ、先着順

野外観察会

野外観察会

参加費用：無料 対象：幼児〜小学生

県立博物館
聴講：無料
県立博物館
電話：0857-26-8045 対象：高校生〜一般
講堂
FAX：0857-26-8041 定員：250名 申込：不要

大山青年の家
9時〜15時 大山青年の家 電話：0859-53-8030
10月18日（日） 秋祭り
FAX：0859-53-8265
20日 10時 船上山少年自然 船上山少年自然の家
10月20日（火） ハートフルキャンプ
電話：0858-55-7111
〜
※1泊2日 21日 14時 の家とその周辺
〜21日（水） in船上山
FAX：0858-55-7119

活動
概要

学習･生活支援ボランティア
環境整備ボランティア
学校行事支援ボランティア
登下校安全指導ボランティア 等

県教育委員会小中学校課 学校･家庭･地域連携推進担当
電話 ０８５７
（２6）7521 FAX ０８５７
（２6）8170

開催期間

参加費用：無料 対象：小学生〜一般
大山寺周辺 県立博物館
10時〜14時
電話：0857-26-8044 （小学生は保護者同伴） 定員：30名
(大山町)
FAX：0857-26-8041 申込：9月24日（木）から電話のみ、先着順

10月18日（日） 山陰海岸ジオハイキング
9時〜14時
〜駆馳山ぐるっと一巡りコース〜

11月8日
（日）

その他

県立博物館
電話：0857-26-8045 （小学３年生以下は保護者同伴）
前庭
FAX：0857-26-8041 定員：なし 申込：不要

岩戸海岸
〜滝ヶ磯
〜大谷海岸
〜岩戸海岸

「できるときに、できることから」ご参加ください。

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
中部会場
西部会場
東部会場
お電話等でお問合せください。

一般/800円
9時〜17時 県立博物館 県立博物館
電話：0857-26-8045 前売り･団体/600円
10月中の土・日・祝
2階特別展示室 FAX：0857-26-8041 休館日：10月19日(月)
は19時まで

10時〜14時

親同士の新しい仲間づくり
家庭教育に関する学習で親育ち
親と子のよりよい関係づくり

学校と地域を結ぶ「地域コーディネーター」を中
心に、学校生活の様々な場面で活動しています。
県内の100小学校･41中学校･1特別支援
学校で取り組まれ、ボランティア登録者数が
6,600人を超えました！

プログラムを進行する
「ファシリテータ」を派遣
します。平成26年度は、49箇所へ
無料
派遣しました。ぜひご活用ください。

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

開催期間

「とっとり子育て
親育ちプログラム」
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次

指定場所
一時不停止等

Vol.

みんなで協力して、
子どもたちを健やかに育てましょう！
目

自転車運転者講習の対象となる危険行為

教育だより

1

県教委高等学校課 電話 ０８５７
（２６）
７９１６ FAX ０８５７
（２６）0408

