
問合せ先 県教育委員会教育総務課  　電話 0857(26)7926　ＦＡＸ 0857(26)8185

鳥取県教育振興基本計画を改訂しました

基本理念 自立して心豊かに生きる　未来を創造する　鳥取県の人づくり

このたび、鳥取県教育振興基本計画を改訂し、中長期的に取り組むべき目標や施策等を定めました。
この計画を県民のみなさんと共有しながら、本県の教育を充実していきたいと考えていますので、ご協力をお願いします。

「自己肯定感」の醸成を基盤として、夢や目標・主体的な学びの意欲を持って生きる子どもの育成を目指します。

鳥取県教育委員会では、計画の基本理念を支える「４つの力と姿勢」を
“とりっこパワー”として広めるため『未来とりっこわくわく大作戦』の啓発
フォーラムを開催します。

ポ イ ン ト

８月３日（土） 倉吉未来中心

開 場 開会行事
13時 13時30分 13時45分 14時45分 16時30分15時

閉会行事休憩鳥の劇場による講演（60分） 作戦及び体験コーナー（90分）

鳥の劇場が倉吉に
やってくる！

★アナンシと５
★がまくんとかえるくん

公 演

お申し込みは
ウェブサイトから！
※先着順ですので、
　お申し込みはお早めに！

親子で電子メディア利用の
ルールをつくろう

どけよう！ まわりの人への思いやり 
やさしいことば

●対象／小学生及び中学生の親子

作戦
その1

づけよう！ 毎日のめあて 心とからだ
の健康づくり

●対象／保護者のみ（お子さんの年齢
は問いません）

作戦
その3

親子でいっしょに演劇を
つくってみよう

ードしよう！ ふるさととっとり 世界の
未来

●対象／未就学児～高校生の親子

作戦
その2

『眠りのメカニズム』や
『食』の大切さを学ぼう

うどうしよう！ 小さな目標達成から 将
来の夢の実現へ

●対象／未就学児及び小学校１年生
の親子

いっしょに体を動かして親子の
かかわりを考えよう

作戦
その4

体験
コーナー

英語を使ってカルタや
じゃんけんで遊ぼう

いろんなおもちゃを
つくろう

4つの力と姿勢
社会の中で支え合う力
ふるさと鳥取県に誇りを持ち、未来を創造する力
豊かな心と健やかな体
自立して生きる力

パワー！

参加
無料

日 時 場 所

ペットボトルを使って
発電装置をつくろう

鳥取県教育委員会公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント開設！
県民の皆様により多くの教育情報をタイムリーにお届けするため、鳥取県
教育委員会公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウントを開設しました！
読書トリピーが教育委員会のイベントや取組についてツイートします！

おもしろい情報をどんどん
つぶやいていくよ～！フォロー
しないと損する！…かも

お知らせ

フォローはこちらから！▶読書トリピー
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【特集】夏休みイベント紹介　　楽しい夏休みがまってるよ！　･････････････ 6・7
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⃝福田正博の芝友（しばとも）サッカー教室　⃝高等学校体験入学・授業参観
⃝鳥取県高校生等奨学給付金　⃝令和２年度鳥取県育英奨学生を募集します
⃝国の新しい修学支援制度が始まります！
⃝令和２年度鳥取県学生寮(東京)入寮生募集
⃝お知らせ・イベントコーナー

今年度から年2回発行になりました。
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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。

〒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。　https://www.pref.tottori.lg.jp/yumehiroba

問合せ先・送り先

お知らせ・イベントコーナー 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 開催期間 時間 場所 問い合わせ先 その他

自
然

《野外観察会》
川原の石をしらべよう！ 7月28日(日) 10:00～15:00 鳥取市河原町

和奈見

鳥取県立博物館
学芸課（自然・人文）
電話：0857-26-8044
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX（共通）：0857-26-8041

（小学生以下は保護者同
伴でお越しください）

参加費用：無料
申込：7月11日(木）～、電話のみで受付
対象：小学生～中学生　定員：20名
講師：小玉芳敬氏(鳥取大学）

《自然講座》標本を調べる会 8月18日(日) 10:00～17:00 県立博物館
会議室

参加費用：無料　申込:不要
対象：小学生～高校生　定員：なし

《天体観望会》夏の星を見る会 8月24日(土)
予備日8月25日(日) 19:00～21:00 県立博物館

前庭
参加費用：無料　申込:不要
対象：小学生～一般　定員：なし
講師：多賀利寛氏(鳥取天文協会）

《野外観察会》虫の音を聞く会
～鳴く虫聞き分け講座～ 9月7日(土) 18:30～21:00 県立博物館

会議室、前庭
参加費用：無料
申込：8月22日(木）～、電話のみで受付
対象：中学生～一般　定員：20名

《自然講座》
みて！さわって！ホネを楽しもう 9月29日(日) 13:30～16:00

県立博物館
会議室

参加費用：無料
申込：9月12日(木）～、電話のみで受付
対象：小学4年生以上　定員：15名

人
文

《歴史講座》「１９２０年代の
米子－境間の鉄道敷設運動」(仮題） 7月13日(土) 10:00～12:00

参加費用：無料　申込:不要
対象：一般　定員：20名
講師：石田敏紀氏（倉吉西高校）

《歴史講座》
色々な紙を巻物にしよう 7月21日(日) 10:00～12:00

参加費用：無料
申込：7月4日(木）～、電話のみで受付
対象：小学生～一般　定員：20名

《民俗講座》
鳥取県の民話を聞く会 8月18日(日) 14:00～15:00 県立博物館

展示室
参加費用：常設展示観覧料
申込:不要　対象：小学生～一般
定員：40名

《歴史講座》
天保改革期の因州鳥取藩財政
―鴻池新十郎「日記」天保１４年より―

8月24日(土) 10:00～12:00 県立博物館
会議室

参加費用：無料　申込:不要
対象：一般　定員：20名
講師：須賀博樹氏（青山学院大学）

《歴史講座》
泥塔クッキーをつくろう

9月13日(金)・
9月14日(土) 9:30～12:00 久松地区公民館

参加費用：無料
申込：8月29日(木）～、電話のみで受付
対象：幼児～一般　定員：各回10名
講師：秋山美紀氏(Suncl）

《歴史講座》豪円の寺院
再興と近世大山寺の成立 9月14日(土) 13:30～15:30 米子市立図書館

２階研修室
参加費用：無料　申込:不要
対象：一般　定員：200名

《特別移動展示》
「変わりゆく郷土
写真で見るとっとり
1968-2018」

7月3日(水)～
7月21日(日) 9:00～17:00 倉吉博物館 参加費用：無料

休館日：月曜日、祝日の場合はその翌日

8月1日(木)～
8月14日(水) 8:30～17:15 八頭町中央

公民館 参加費用：無料　休館日：月曜日

8月28日(水)～
9月11日(水) 8:30～22:00 ヴィレステひえづ 参加費用：無料　休館日：なし

美
術

《コレクション展》美術家大辞典 
鳥取県立博物館版　近世以前編
①「あ行の美術家（下巻）」
②「か行の美術家（上巻）」

①6月5日（水）
～7月21日（日）
②7月24日（水）
～9月8日（日）

9:00～17:00 県立博物館
美術常設展示室

参加費用：常設展示観覧料
※7月13日～8月24日の土曜
日は19:00まで開館延長

《移動美術館》日南展 7月26日(金)
～8月18日(日) 8:30～17:00 日南町美術館 参加費用：無料

イベント名 開催期間 時間 場所 問い合わせ先 その他

ファミリーキャンプ
8月31日（土）～
9月1日（日）
※1泊2日

（31日）9:30～
（1日）～15:00

鳥取県立
船上山少年
自然の家
およびその周辺

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

参加費用:3,600円程度
申込期間：7月18日（木）～8月
15日（木）17:00必着
対象：小･中学生とその保護者　定員：16組

ちっちゃい探検隊特別企画
9月28日（土）
～29日（日）
※1泊2日

（28日）10:45～
（29日）～13:30

参加費用：3,700円
申込期間：8月29日（木）～9月
12日（木）17:00必着
対象：小学1年生～3年生　定員：48名

ハートフルキャンプin船上山
10月17日（木）
～18日（金） 
※1泊2日

（17日）10:00～ 
（18日）～14:00

参加費用：3,000円程度
申込期間：9月19日（木）～10月3日

（木）17:00必着
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）
定員：20名程度

大山わくわく探検隊
8月5日（月）～
9日（金）
※4泊5日

（5日）9:00～
（9日）～12：00

皆生海岸、
日吉津キャンプ場、
むきばんだ史跡公園、
大山青年の家

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

参加費用:12,000円程度
申込期限：7月20日（土）17：00必着
対象：小学5年生～中学3年生　
定員：36名

はじめての冒険③
9月21日（土）～
22日（日）
※1泊2日

（21日）10:00～
（22日）～14：30

鳥取県立
大山青年の家

参加費用：2,700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1、2年生　定員：49名

うきうき自然塾 9月29日（日）
（午前の部）
9:20～12:00
（午後の部）
13:20～16:00

赤松の池

参加費：200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：一人親家庭（小学生以上）
定員：午前の部、午後の部各12家族

子どもが学ぶ人権学習
わたしのおやつ・世界のおやつ 7月27日（土） 13:00～15:00 鳥取県立

人権ひろば21
「ふらっと」

鳥取県立人権
ひろば21【ふらっと】
電話：0857-27-2010
FAX：0857-21-1714

参加費用：無料
申込期限：7月19日(金)
対象：小学4～6年生(保護者同伴）
定員：15名

子どもが学ぶ人権学習
ユニバーサルデザインを体験しよう！ 7月29日（月） 9:00～12:00

参加費用：無料
申込期限：7月19日(金)
対象：小学4～6年生　定員：20名

親子スポーツクライミング体験 ７月２１日（日） ９：３０～１１：３０
鳥取県立倉吉体育文
化会館 倉吉スポー
ツクライミングセンター
（倉吉市山根529-2）

ＮＰＯ法人かほくスポーツクラブ
（倉吉市福庭337）
電話：0858-24-6465
FAX：0858-24-6466 
e-mail：kssougou@ncn-k.net

参加費用：無料　申込期限：７月１２日（金）
対象：小学生とその保護者（保護者同
伴でご参加ください）
定員：３０名（１５家族程度）（先着順）

親子サッカー教室

９月１日（日） ９：００～１１：００ 中浜サントピア
（境港市小篠津町）
［雨天の場合］
幸神町体育館
（境港市小篠津町19）

ＮＰＯ法人
ウルトラスポーツクラブ
（境港市麦垣町297）
電話：0859-57-5170

参加費用：無料　申込期限：８月２０日（火）
対象：年少～小学２年生とその保護
者（保護者同伴でご参加ください）
定員：８０名(４０家族程度）（先着順）

９月１０日（火） １８：００～２０：００
参加費用：無料　申込期限：９月２日（月）
対象：小学５・６年生とその保護者
（保護者同伴でご参加ください）
定員：８０名(４０家族程度）（先着順）

第２回目
おーい集まれ！親子の運動遊び教室
（親子カヌー体験）

８月１０日（土） 8：３０～１2：0０
鳥取県立
大山青年の家
（大山町赤松
明間原312-1）

（一社）ほうきスマイリースポーツクラブ
（伯耆町大原1006-3
伯耆町総合スポーツ公園内）
電話：0859-68-3775
FAX：0859-68-4758

参加費用：無料　申込期限：８月３日（土）
対象：小学生とその保護者（保護
者同伴でご参加ください）
定員：３０名（１５家族程度）（先着順）

話題と情報掲示板 トピックコーナー

９月15日（日）に「第９回鳥取方式®芝生化
アカデミー」を開催します。鳥取方式の芝生
化事例や全国へ出
荷されている鳥取
県産の芝生の生産
圃場を巡りながら、
芝生について一緒
に楽しく学びましょ
う。（鳥取県庁から
貸切バスを運行しま
す）

　サッカー元日本代表で浦和レッズの象徴的存在として活躍し
“ミスターレッズ”の愛称で親しまれたサッカー解説者の福田正博
氏をお招きし、鳥取方式の芝生の上でサッカー教室を開催します。
（参加無料、事前申込必要）

日時  ９月15日（日）15：00〜17：00（雨天決行）
会場  鳥取市立東郷小学校（鳥取市篠坂）　
内容  サッカー教室、質問コーナー　
対象者  小学１～４年生　 定員  先着100名　
申込期間  7月16日（火）～8月23日（金）
主催  鳥取方式®の芝生化全国サポートネットワーク
申込方法など詳細はHPをご覧ください。
https://https://tottoristyle-shibafu.or.jp/

福田正博の芝
し ば

友
と も

サッカー教室
～ボールはともだち、芝生もともだち～

第９回鳥取方式®

芝生化アカデミー

問合せ先 ･県庁スポーツ課　電話･0857(26)7919　FAX･0857(26)8129

同日
開催

第９回鳥取方式®芝生化アカデミー

グリーティングカード
制作体験（日野高等学校）

アーク溶接体験（鳥取工業高等学校）

高等学校体験入学・
授業参観

🅰🅰🅰鳥取🅰🅰校生🅰🅰学🅰🅰金🅰
（返還不要）

　高等学校などに通う低所得者世帯（非課税世帯）を対象に、授業
料以外の教育費が支給されます。

対象世帯 （①～③全てに当てはまる世帯が対象です）
①住民税所得割額非課税世帯または生活保護（生業扶助）受給世帯
②保護者等が県内在住
③就学金支援金の対象である学校に在学
（特別支援学校と児童入所施設除く）

給付金額
（年１回。学校の公私立別やきょうだいの人数等により異なります）
３２，３００円～１３８，０００円

申請方法
●県内高校に在学…学校から案内
●県外高校に在学…直接下記まで

東京に学生寮（男子寮・女子寮）があります。
詳しくはお問合せください。
申込資格
大学、短大に入学予定または
在学中のかた。

申込締切
第１回募集　令和元年９月３０日（月）
第２回募集　令和２年１月２８日（火）

　県立高等学校では、夏季休業中に授業・実習の参観
や体験入学を実施しています。ぜひご参加いただき、
進路選択の参考としてください！

令和２年度鳥取🅰学生寮
(東京)入寮生募集

問合せ先 ･🅰🅰🅰🅰🅰🅰🅰て　県教🅰🅰員会人権教🅰課🅰🅰🅰学室
･ 電話0857(29)7145　FAX0857(26)8176
･ 🅳🅳🅳立行🅳法人 日本学生支援機構

令和２年度鳥取県育英奨学生を募集します
令和２年４月に高等学校や大学等進学し、奨学資金の借受を希望され
る中学３年生、高校３年生及び既卒者を対象に予約募集を行います。

🅰🅰🅱🅱学🅱🅱 🅰🅰大学🅱

貸与月額
国公立（自宅通学）	18,000円
私立（自宅通学）	 30,000円
※自宅外は5,000円を上乗せ

国公立	 45,000円
私立	 54,000円

申込期限 ９月２７日（金）必着 ９月９日（月）必着

🅳🅳国の新しい修学支援制度が始まります！
令和２年４月に入学する人から

「給付型奨学金」の対象者・支給額を拡充します
あわせて進学先の授業料・入学金も減免されます
対象となる学校 	大学・短期大学・高等専門学校（4年・5年）・専門学校
対象となる世帯 	住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯
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問合せ先 ･(公財)鳥取県🅰🅰会(県教🅰🅰🅰🅰学室内)
･ 電話０８５７（２６）８３７５
･ http//www.tottori-ryo.or.jp

問合せ先 ･県教🅰🅰員会　🅱🅱学🅱課
･ 電話０８５７（２６）７５１７
･ ＦＡＸ０８５７（２６）０４０８
･ https://www.pref.tottori.lg.jp/koukou/

各学校の実施内容等は
コチラ！⬇

初心者
大歓迎

🅰🅰
🅰
🅰
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