トピックコーナー
みんなで防ごう！ 感染症
話題と情報掲示板

インフルエンザ
○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。

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、一人一人が意識して、感染症の拡大防止に努めましょう。

○咳エチケットを心がけましょう
▶マスクをせずに咳やくしゃみをすると、
ウイルスが２ｍ程度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る。
⦿使用後のティッシュは、フタ付きのごみ箱に捨てる。マスクは鼻と口を覆って着用する。
⦿マスクは、使い捨てができる不織布製マスクがおすすめです。

感染性胃腸炎
○代表的なものは
「ノロウイルス」
や「ロタウイルス」
です。
○トイレの後、調理時、食事前には必ず手を洗いましょう。
▶次亜塩素酸ナトリウム
（塩素系漂白剤）
▶加熱
（８５度以上の熱湯で１分以上）
▶アルコールや逆性石けんは効果が少ない。
問合せ先 ･県教育委員会･体育保健課

○早めのワクチン接種をおすすめします。
⦿ワクチンは感染を１００％防ぐことは難しいですが、重症化を防ぐ効果があります。
⦿予防接種の効果が出るのに２週間程度かかるので、早めに接種しましょう。
○ 感染の疑いがあれば、早めに医療機関を受診しましょう。

電話･０８５７
（２６）
７５２７ FAX･０８５７
（２６）
７５４２

Vol.

とっとり
目次

○帰宅後や食事前には、うがい・手洗いを心がけましょう。
▶手洗いは、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。

○ノロウイルスの嘔吐物処理等、消毒で、効果があるのは、
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教育だよ
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編集・発行
鳥取県教育委員会
年5回発行

英語でわくわく！家庭で楽しむ日めくりカレンダー････ 1

高校はないが、高校生はいる！･･････････････････････････ 4 【子ども県政コーナー】食のみやこ鳥取県･････ 6・7

冬のイベント紹介･･･････････････････････････････････････････ 2

鳥取県では、学校と地域がパートナーとなって
【トピックコーナー】････････････････････････････････････････ 8
子どもたちの学びや育ちを支える取組を推進しています。････ 4
⃝みんなで防ごう！感染症

【シリーズ】
プロが教える文化遺産のツボ!･････････ 2

県立博物館と学校との連携事業･･･････････････････････ 4
地域で運動・スポーツを続ける、スポーツで･
･ ････････ 3 【シリーズ】
地域とつながる
「地域スポーツ充実事業」
県立高校の取組･････････････････････････････ 5
手話を知ろう！手話で話そう！････････････････････････････ 3 【シリーズ】鳥取県のエキスパート教員･････････････ 5
鳥取県教育振興基本計画を改訂します･････････････ 3 【シリーズ】市町村教育委員会の取組紹介･････････ 5

公立鳥取環境大学に行ってみよう！

冬休みはクリスマスやお正月など楽しいイベ
ントがあります。生活リズムを整えて、元気に思
い切り冬休みを楽しみましょう！

①しっかり朝食を食べよう

④たっぷり寝よう

朝 ご は んを食 べ て 一 日 の エネル ギ ーを
チャージ！おうちの人と楽しく食事をしよう。

夜は早く寝て、学校がある日と同じ時間に起
きよう！
（大みそかはちょびっとよふかし…？）

②じっくり本を読もう

⑤長時間テレビを見るのはやめよう

たっぷり時間があるから、たくさん読書をし
よう！あまり読んだことのない本を読んでみる
のも楽しいよ。

③外で元気に遊ぼう

子どもは風の子元気な子！友だちをさそって
雪遊びをしよう！
問合せ先 ･県教育委員会教育総務課･

･

鳥取のまちや自然をフィールドに教育・
研究に取り組み、豊かな人間力を育てます
これまでの取組例
野生生物生息地の保全対策、キノコを活用した廃タイヤの再生、商店街の
空き店舗活用、地域資源を活用した新商品開発・マーケティングなど

⑥服装を整えよう

学校がお休みでも、パジャマからピシッと着
替えよう！さわやかな気分で、おうちの人や近
所の人にあいさつしよう。

寮費：月額４
３，
０００円(予定)

申込
締切

清和寮(女子寮)
ＪＲ山手線 目白駅徒歩１２分

寮費：月額４
９，
０００円(予定)

女子寮玄関にて

※各寮とも、寮費に食費(朝・夕食)を含んでいます。
※入寮時に、寮費とは別に入寮金を納めていただきます。

寮生の声

平成３１年

お知らせ・イベントコーナー
人文

《歴史講座》
炉から見る鳥取の縄文遺跡

開催期間
12月23日(日)
2月10日(日)

美術

企画展関連 Open Dialogue 02
12月22日(土)
梅田哲也×学芸員たち

問い合わせ先

時間

場所

14:00～15:00

鳥取県立
博物館展示室

参加費用：常設展示入館料
申込:不要 対象：小学生～一般
定員：40名

その他

14:00～15:30

鳥取県立
博物館会議室

参加費用：無料
対象：一般

14:00～16:00

鳥取県立
博物館内

参加費用：未定 定員：なし
講師：梅田哲也氏
（美術家）
他、
当館学芸員

展示

《美術部門テーマ展示Ⅱ》
「生誕百年･山本兼文展」

11月23日（金・祝）
～

9:00～17:00
12月24日（月・振休） （入館は閉館の30
分前まで）
休館日：
《鳥取県立博物館・河北博 12月10日（月）
物院交流２０周年記念展》
「中国河北省の伝統工芸」

船上山
ウィンターフェスティバル

平成31年
（9日）10:00～
2月9日(土)～
（10日）～15:00
10日（日） 1泊2日

教職を語ろう

平成31年
（15日）14:00～
2月15日(金)～
（16日）～15:00
16日（土） 1泊2日

鳥取県立博物館
第2特別展示室

FAX：0857-26-8041

鳥取県立
博物館
第1特別展示室

鳥取県立
船上山少年
自然の家
及び
その周辺

よりよい紙面づくりのために

鳥取県立船上山
少年自然の家
電話：0858-55-7111
FAX：0858-55-7119

観覧料：一般/600円
（団体・前売/400円）

ご意見をお寄せください。

●次の方は
無料
大学生以下
/70歳以上/
障がいのある
方、難病患者の
方、要介護者等
および そ の 介
護者/学校教育
活動の引率者

参加費用:3300円程度
申込期間:12月28日（金）～平成31年1月24日（木）
対象：小･中学生とその家族
定員：16家族（60名程度）
参加費用:2500円程度
申込期間:12月中旬～平成31年1月31日（木）
対象：教師を志す学生・一般
定員：30名程度

問合せ先
・
送り先

うことで習得していくものです。家庭でもお子さまと英語
での会話を楽しんでいただけたらと考えています。

電話･0857
（38）
6720･

E-MAIL･nyushi@kankyo-u.ac.jp

開催期間

時間

場所

問い合わせ先

その他
参加費用:900円程度
申込:平成31年1月31日（木）～2月7日（木）
対象：年長児
（保護者同伴）
定員：20家庭40名程度

年長児対象事業

平成31年
2月24日（日）

ちっちゃい探検隊③

平成31年
（9日）10:00～
3月9日(土)～
（10日）～15:00
10日（日） 1泊2日

エンジョイスキー

平成31年
1月19日（土）・ 8:30～16:30
20日（日） 各日日帰り

鳥取県立
大山青年の家

参加費用:1000円程度
申込:開催日の約1か月前からHP等でご案内します
対象：小学校1～3年生とその保護者
定員：両日とも100名

平成31年
（2日）10：30～
スノーシュー・歩くスキーのつどい 2月2日（土）～
（3日）13：45
3日（日） 1泊2日

鳥取県立
大山青年の家
香取周辺

参加費用:3200円程度（バス代別途）
申込:開催日の約1か月前からHP等でご
案内します
対象：成人 定員：40名

申込:不要

観覧料：常設展示入館料
（一般180円）同時開催
中の企画展をご覧の方は
無料でご観覧いただけま
す。

鳥取県立
博物館
第3特別展示室

言語は、場面や状況に応じて、やり取りの中で繰り返し使

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。
東部会場
中部会場
西部会場
イベント名

大御堂廃寺跡
企画展関連･Event･
県立博物館
参加費用：無料 定員：なし
12月24日(月・振休) 17：00～20：00 （倉吉市営
小山田徹「小さな火床」に集う
ラグビー場横） 電話：0857-26-8042

《企画展》･ミュージアムとの創造的対話02
「空間／経験 そこで何が起こっているのか？」

県教育委員会ホームページから端末（パソコン、タブレット等）
にインス

問合せ先 ･公立鳥取環境大学
（入試広報課）

･

電話･０８５７
（２６）
８３７５ http//www.tottori-ryo.or.jp/

イベント名

Windows版アプリの使い方

大学の雰囲気を知るために、実際に行って、見て、話して、聞いて、感じてみま
しょう。大学の見学はいつでも受け付けていますので、お問合せください。

●初めての都会暮らしは不安でしたが、同郷の人たちに囲まれ安心です。
●食事がとてもおいしいです。

《民俗講座》
鳥取県の民話を聞く会

〈ＵＲＬ〉https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1143144.htm

大学の見学をすることができます

問合せ先 ･(公財)鳥取県育英会(県教委育英奨学室内)

･

このたび県教育委員会では、家庭で楽しみながら英語に触れる機
会がもてるよう、
「日めくりカレンダー」
を作成し、小学校第３学年
に該当する児童に配布しました。また、県教育委員会のホーム
ページにも
「紙版」並びに
「Windows版アプリ」
を掲載しておりま
すので、みなさまにご活用いただけます。

イドでは使用できません）

また、身近に科学を楽しめるサイエンスカフェも開催されます。
（要申込）
●12月15日
（土）
13:00～15:00 環境問題を科学的に解決するために
●2月16日
（土）
13:00～15:00 忍たま、すずめの科学忍法修行

各高等学校などで配布する募集
申込
案内をご覧ください。募集案内は
方法
ホームページにも掲載します。

⃝お知らせ・イベントコーナー

ページに掲載している説明書をご覧ください。
（iPhone、iPad、アンドロ

鳥取市
（末広温泉町）
のまちなかキャンパスでは、
「英語村」
や、大学生が中・
高生を学習支援する
「環大スタディ」
を定期的に行っています。また、
カエル
やメダカなどの小動物が観察できる
「ミニ里山生物園」
も展示しています。

１月３１日(木)

⃝公立鳥取環境大学に行ってみよう！

ることが可能となり、再生ボタンを押すと音声が流れます。詳細は、ホーム

まちなかキャンパスに遊びにきませんか

申込 大学、短大に入学予
資格 定または在学中のかた。

⃝平成３１年度 鳥取県学生寮(東京)入寮生募集

トールしてください。インストールをしていただきますと、いつでも再生す

学内には、外国人スタッフと英会話ができる
「英語村」
が設置され、また、
学生食堂に
「すなばコーヒー」
がオープンし、だれでも利用できます。

鳥取県学生寮(東京)入寮生募集

成城学園前駅徒歩７分

●音声で確認できるように、ＱＲコードを付けています。

大学の中に
「英語村」、
「すなば珈琲」があり、
だれでも利用できます

心とからだ いきいきキャンペーン

明倫館(男子寮)

小田急小田原線

家庭で楽しむ
日めくりカレンダー

鳥取の豊かな山林や地元の商店街に出かけて、地域の方と関わりながら、課
題解決に取り組むことで、自ら考え行動し、力強く生きる学生を育てます。

テレビやゲーム、スマホはやりすぎに注意！
YouTubeも面白いけど時間を守って…

電話･0857（26）7926 FAX･0857（26）8185

平成３１年度

英語でわくわく！

公立鳥取環境大学は、環境学部と経営学部があり、全国から学生が集まっています。
全学生は約1200人と少なく、学生と先生との距離の近さが自慢の面倒見が良い大学です。

⃝心とからだいきいきキャンペーン

10:00～15:00

だいせんキャンプ

平成31年
2月6日（水）
～7日（木）
1泊2日

いきいいき先生体験会

平成31年
（16日）11:00～
2月16日（土）～
（17日）～9:00
17日（日） 1泊2日

（6日）13:00～
（7日）～15:30

鳥取県立
船上山少年
自然の家
及び
その周辺

鳥取県立船上山
少年自然の家
電話：0858-55-7111
FAX：0858-55-7119

鳥取県立大山青年の家
電話：0859-53-8030

参加費用:3500円程度
申込:平成31年2月7日（木）～21日（木）
対象：小学校1～3年生 定員：48名

FAX：0859-53-8265
鳥取県立
大山青年の家
だいせん
ホワイトリゾート

参加費用:小学生3300円程度
中学生3800円程度 定員：なし
申込:開催日の約1か月前からHP等でご案内します
対象：学校への登校が困難な小中学生、教
育支援センターに通う小中学生（教育支援
センター職員、保護者も可）

鳥取県立
大山青年の家
香取周辺

参加費用:4000円程度
申込:開催日の約1か月前からHP等でご案内します
対象：教員、保育士 定員：30名

〒680-8570（住所記載不要）県教育委員会教育総務課
電話･0857
（26）
7926 FAX･0857
（26）
8185 E-MAIL･kyouikusoumu@pref.tottori.lg.jp
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

ふるさと紹

介

自分のふるさとである鳥取のことを
英語で紹介できるようになってほし
いという願いを込めて、小学校３年
生には少し難しい表現ですが掲載し
ました。
自分の住んでいるところのお気に入
りの場所や特産物等に置き換えて、
表現してみるのも楽しいですね。

今日の天気
今日の天気に置き換えて、
毎日やり取りができる表現
です。雨 なら「 傘を持って
行ってね」、雪なら
「上着を
着て行ってね」
と日本語で
一言添えるなど、本物のや
り取りをしていただけたら
嬉しいです。

クイズ
動物の鳴き声

英語の歌
英語の歌を３曲収録しています。
♪ABCの歌 ♪一週間の歌
♪誕生日の歌
ネイティブ の 発 音を
しっかり聞き、歌うこ
とで英語の音声や単
語に慣れ親しむこと
ができます。

問合せ先 県教育委員会高等学校課 英語教育推進室
1

電話 0857
（26）
7959

動物の鳴き声は、日本語での表
現と英語での表現に違いがある
ものがたくさんあります。英語で
の表現を聞いて、どの動物か当
てるクイズも作成しています。日
本語や英語の違いに気づき、お
もしろさを感じてほしいと考えて
います。

FAX 0857
（26）
0408

