トピックコーナー

話題と情報掲示板
令和2年度

鳥取県学生寮(東京)入寮生募集

小田急小田原線

成城学園前駅徒歩７分

寮費：月額４4，
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

女子寮玄関にて

期 間
12月21日
（土）
から28日
（土）
まで
（12月21日
（土）
、28日
（土）
は特別開館）
※12月22日
（日）
は閉館
（時間：10：00〜11：30／14：00〜15：30）

１月28日(火)

※先着順ではありません。

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

※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

12月は埋蔵文化財センターに集合!! ここでしかできない古代体験も充実!!

令和2年

楽しい古代体験

●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。

・弥生の組紐づくり体験
・土器拓本ストラップづくり
・めざせ忍者マスター！手裏剣投げコーナー など

問合せ先 ･(公財)鳥取県育英会(県教委育英奨学室内)

･

鳥取県埋蔵文化財センター

問合せ先

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

電話 0857
（27）
6711 FAX 0857
（27）
6712
https://www.pref.tottori.lg.jp/maibun/

２８

日時 令和２年

月

開催期間
12月21日(土)

時間
13:00～16:00

美術

企画展「生誕100年 國領經郎展」
スペシャルギャラリートーク
1月25日(土)
～國領經郎の思い出とともに

14：00～15：00

企画展「生誕100年 國領經郎展」 2月１日(土)、
ギャラリートーク
2月15日（土）

各日とも
14:00～15:00

《スペシャルアートシアター》
「砂の女」（1964年、原作・脚本：安 2月8日(土)
部公房、監督：勅使河原宏、DVD）
《ワークショップ》
カメラをもって、鳥取砂丘を歩く 2月22日(土)
─國領經郎作品の残像とともに─

《民俗講座》
鳥取県の民話を聞く会

12月22日(日)

《歴史講座》
文明11年（1479）における大山寺 1月18日(土)
根本中堂の再興勧進状について（仮）
《歴史講座》 考古学の実測図
-視る・描く・楽しむ《記念講演会》
鳥取ゆかりの力士たち

2月9日(日)

14：00～16:30

13：00～16:00

14:00～15:00

人文

10:00～12:00
14:30～16：00

《歴史講座》 伯耆往来をあるく
3月20日(金・祝) 10:00～15:00
（下市～御来屋）

3月22日(日)

参加費用：企画展観覧料
申込：2月7日(金)8：30～
電話（0857-26-8045）とFAXで受付
対象：高校生～一般 定員：先着15名
※カメラは各自で持参。鳥取砂丘へ
は自家用車、路線バス等で各自移動。
少雨決行。

（集合）
鳥取県立博物館
鳥取県立博物館 鳥取県立博物館
常設展示室
学芸課人文担当

美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

10:00～15:00

《歴史講座》 近世中後期の鳥取藩と公家
3月14日(土)
‐公家への「出入」・「立入」を事例に‐
（仮）

《歴史講座》 古文書講座―
鳥取藩の古文書を楽しむ

参加費用：無料 申込：不要
対象：なし 定員：250名

電話：0857-26-8044

14:30～16：00

3月15日(日)

参加費用：企画展観覧料
申込：不要 対象：なし 定員：なし
講師：本展担当学芸員

鳥取県立博物館
展示室、鳥取砂丘

鳥取県立博物館
会議室

14:00～16：00

鳥取県立博物館
講堂

鳥取県立博物館
会議室

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

今後は9月22日に開催の #むきばんだ まつりなど、各イベントで

本物を見るって貴重な体験だよね☆ また来てね(*^^)v

ボクも食べに行かなきゃ(≧▽≦)

時間

船上山スクール体験入学

1月19日（日）

教職を語ろう

2月20日（木）
（20日）13:30～
～21日（金）
（21日）14:30
1泊2日

ちっちゃい探検隊

3月7日（土）～
8日（日）
1泊2日

春のピザ祭り

3月14日（土）
・
15日（日）
各日日帰り

2月6日（木）

生誕100年

鳥取県立船上山
少年自然の家

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：2500円程度
申込期間：12月19日（木）～2月6日（木）
17：00必着
対象：教職を志す学生・一般
定員：20名程度

鳥取県立大山
青年の家、
大山ホワイト
リゾート

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

参加費用:小学生２０００円程度
中学生２５００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：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：なし

國領經郎展

9:00～17:00（入館は16:30まで）

◆“とりっこ”のキャッチフレーズとは？
社会の中で支え合う力

とどけよう！まわりの人への思いやり
やさしいことば
ふるさと鳥取県に誇りを持ち、未来を創造する力

―静寂なる砂の景―

リードしよう！ふるさととっとり
世界の未来

観覧料 一般：800円（前売・20名様以上の団体料金:600円）

※次の方々は無料です。◎大学生以下 ◎学校教育活動での引率者 ◎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 ◎70歳以上

つづけよう！毎日のめあて
心とからだの健康づくり

FAX：0857-26-8041

〒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
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図書館や博物館などの施設への来訪、各種イベントへ
の参加、コンクールへの応募でスタンプやシールが集
められるよ。

＜スタンプラリー台紙＞※対象となるイベントや施設で配布します。

◆景品について
“とりっこ”のスタンプやシール等をすべて集めて応募すると抽選で県立学校が作ったお米や鯖缶
やジャム等をプレゼント！ぜひ、応募してね。
境港総合技術高校の鯖缶

豊かな心と健やかな体

問合せ先 ･鳥取県立博物館･美術振興課

國領經郎（こくりょう・つねろう1919年～1999年）
は、砂丘や砂浜を舞台
とした情感豊かな絵画作品で知られる、戦後日本を代表する洋画家のひと
りです。鳥取砂丘をはじめとする日本各地の砂丘地を取材し、砂のある茫
漠とした風景とさまざまな人物、
そして鳥たちを登場させる独特の作品世界
を構築しました。本展では、國領の生誕100年を記念して、出身地・横浜市
の横浜美術館と当館所蔵の國領作品を中心にその画業を回顧します。
《悠々》1995年、油彩・カンヴァス、鳥取県立博物館蔵

◆対象について

“とりっこ”を頭文字にしたキャッチフレーズだよ。覚えられるかな？

場所 鳥取県立博物館 第1・第2特別展示室
電話：0857-26-8045

イベント情報

鳥取県教育振興基本計画の中で定めている子どもたちに身に付けてほしい
「４つの力
と姿勢」
について、“とりっこ”を合言葉にキャッチフレーズを作り、いろんな啓発を行って
います。その一環としてスタンプラリーを開催しているので、ぜひ参加してみてね！

参加費用：3300円程度
申込期間：2月6日（木）～20日（木）
17:00必着
対象：小学1～3年生 定員：48名
参加費用：1組2400円＋1人150円（保険料）
申込期限：2月13日（木）～27日（木）
17:00必着
対象：小中学生とその家族 定員：20組

小学生の体験

スタンプラリー開催中です☆

参加費用：800円
申込期限：1月7日（火）17:00必着
対象：年長園児とその保護者
定員：20組

10:15～14:30

９：００～１５：３０

高校生の活躍

その他
参加費用：無料 申込：不要

（7日）10:00～
（8日）14:30

※休館日：1月27日
（月）
、2月3日
（月）
、2月17日
（月）

参加費用：無料
申込：2月27日（木）～、
電話（0857-26-8044）のみで受付
対象：一般 定員：20名

問合せ先
・
送り先

鳥取県立船上山少年自
然の家およびその周辺

10:00～14:30

令和2年1月25日土～2月25日火

参加費用：無料 申込：不要
対象：一般 定員：30名

鳥取県立博物館
会議室

問い合わせ先

企画展

参加費用：無料 申込：不要
対象：一般 定員：250名
講師：油野利博氏（鳥取大学名誉教授）

参加費用：無料
申込：3月6日（金）～、
電話（0857-26-8044）のみで受付
対象：一般 定員：20名

場所

そり企画

だいせんキャンプ

参加費用：無料
申込：１月23日（木）～、
電話（0857-26-8044）のみで受付
対象：高校生～一般 定員：10名

参加費用：無料
申込：3月4日（水）～、
電話（0857-26-8044）のみで受付
対象：一般 定員：20名

ご意見をお寄せください。

開催期間

1月12日（日）、
2月2日（日）
9:00～16:00
各日日帰り

参加費用：無料 申込：不要
対象：一般 定員：30名

大山町内

よりよい紙面づくりのために

イベント名

参加費用：企画展観覧料
申込：不要 対象：なし 定員：なし
講師：片岡世喜氏（日展会員、國領經
郎顕彰会会長）

鳥取県立博物館
講堂

館したよ！ 事前授業で習っていた笹鹿彪
（ささかひょう）
氏の作品に

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

その他
参加費用：無料 申込：不要
対象：小学生～一般 定員：なし
※ポスターがなくなり次第終了します。

鳥取県立博物館
第1・第2
特別展示室

フォローはこちら↑

電話 0859
（53）
8030 FAX 0859
（53）
8265
E-mail daisen_seinen@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/daisenseinen/

問い合わせ先

鳥取県立博物館
1階休憩スペース

10:00～12:00

2月23日(日)

《歴史講座》 古文書講座―
鳥取藩の古文書を楽しむ

場所

高校生ダンスや食べ物等の販売もあるからぜひ遊びに来てね(^^♪

申込・問合せ先 鳥取県立大山青年の家 〒689-3319 西伯郡大山町赤松明間原312-1

お知らせ・イベントコーナー
イベント名

域振興のイベントなんだ!(^^)!

みんな一直線！

も販売されるよ(^^♪ なんておいしそう・
・
・

ホームページなどでご案内します。

電話 0858
（55）
7111 FAX 0858
（55）
7119
E-mail senjyozan_syounen@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/senjyozan/

《ワークショップ》
捨てちゃうポスターで
いろんなものをつくろう！

10/26
（土）
15時から16時まで米子市の高校生が公会堂大ホール

のテラスから日頃のおもいを主張します！
！

今日、米子市立 #義方小学校 3年生の児童のみんなが博物館に来

ソースのレトルト商品を開発！

定員 50名

申込・問合せ先 鳥取県立船上山少年自然の家 〒689-2525 東伯郡琴浦町山川807の2

鳥取県教育委員会＠読書トリピー 2019/10/21

鳥取県教育委員会＠読書トリピー 2019/11/15

#米子南高校 の生徒がイノシシ肉を使った炊き込みご飯とパスタ

申込期間 開催日の約1か月前から

申込期間 12月19日（木）～1月23日（木）17：00必着

⃝令和2年度鳥取県学生寮
（東京）
入寮生募集 ⃝楽しい
「冬休み古代体験イベント」
⃝大自然の中で冬を楽しもう！ ⃝お知らせ・イベントコーナー

ボクも
（たまに）
出てるよ～

大山のジビエ商品完成☆☆

対象 小学3年生以上とその家族・団体

定員 16家族（60名程度）

鳥取県教育委員会の公式Ｔｗｉ
ｔｔｅｒでは
楽しいイベントや役に立つ情報を発信しています
ぜひ、フォローしてね！
！『読書トリピー』で検索！
！

鳥取県教育委員会＠読書トリピー 2019/9/10

参加費用 1人1,100円程度

対象 小中学生とその家族

新しい学習指導要領がスタートします･･････････････････････････････････････････････････ 5
中学生ポップコンテストを実施しました････････････････････････････････････････････････ 6
児童・生徒のみなさんにオススメする本の紹介･････････････････････････････････････ 7
【シリーズ】市町村教育委員会の取組紹介･････････････････････････････････････････････ 7
【トピックコーナー】････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 8

見てね！
！

例えば、こんな情報を掲載しています

２月８日（土）9:00～16:30

（8日）
10：00～
（9日）
14：30

参加費用 1人3,300円程度

読書トリピー

日時 令和２年

日
（日）1泊2日

今年度から年2回発行になりました。

これは #米子南高校 のビジネス情報科3年生が企画・実施する地

歩くスキーの基礎を学び、ツーリングをして楽しみましょう。

９

日
（土）
～

編集・発行
鳥取県教育委員会
年2回発行

Twitter

スキーハイキング

ダイナミックなスノーチューブ、お子様も安全なスノーシューなどで、船上山の冬を満喫しま
しょう。

令和元年12月

鳥取県教育委員会公式Twitterフォローしてね！････････････････････････････････････ 1
わくわくスタンプラリー開催中です･･････････････････････････････････････････････････････ 1
高校入試を通して･中学校
（中学生）
に期待する学び･･･････････････････････････ 2・3
みんなで防ごう！感染症･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 3
３
････････････････････ 4
中学校トークプログラム
「ＣＨＡ（チャチャチャ）
プログラム」
･
･
･････････････････････････････
とっとり発･ミリョク発見！親子でおしごと体験ツアー
4
････････････････････････ 4
岩美高校×楽天株式会社
「Rakuten･IT･School･NEXT」

大自然の中で冬を楽しもう！

船上山ウィンターフェスティバル

Vol.

とっとり

楽しい「冬休み古代体験イベント」

目次

寮費：月額４
９，
7００円(予定)

埋蔵文化財センター

申込 大学、短大
資格 専修学校専門課程に
入学予定または
在学中のかた。

明倫館(男子寮)

98

り
教育だよ

自立して生きる力

カツオ出汁の効いた醤油ベースの鯖缶
パッケージは“マッハＧoＧoＧo！”
５名様にプレゼント

くわしくは
コチラ

こうどうしよう！小さな目標達成から
将来の夢の実現へ
問合せ先 ･ 県教育委員会教育総務課

･
･

電話･0857-26-7914
FAX･0857-26-8185

倉吉農業高校のお米
品種は“ミルキークイーン”
キャッチフレーズは
「nice rice nice life」
数々のお米コンテストで入賞した自信作！
２キロ分を５名様にプレゼント

1

日野高校の梨ジャム
©タツノコプロ

鳥取県特産の赤梨｢新甘泉｣の果実をふ
んだんに使ったチョット甘めの梨ジャム
５名様にプレゼント

