話題と情報の掲示板

情報モラル「とりたろうと
啓発マンガ
たのしいなかまたち」

国公立

４５，
０００円

私

５４，
０００円

申込期限 ９月３０日（火）必着

８月２９日（金）必着

間

場

各中学校等で配布のほか、 各高等学校等で配布のほか、
ホームページにも掲載
ホームページにも掲載

提 出 先

在学している中学校等に
所定の書類を提出

所

問合せ先

県教委育英奨学室 電話 ０８５７（２９）７１４５ FAX ０８５７（２6）8176
http://www.pref.tottori.lg.jp/ikueishougaku/
奨学金の返還金は、後輩奨学生への奨学金として利用され
ますので、卒業後は滞りなく返還するようお願いします。

東部会場

その他

開催期間

対象部門：小学生の部、中学
鳥取県人権文化センター
生の部、高校生の部
電話：0857‐21-1712
表彰：大賞（各部門１点）、
FAX：0857‐21-1714
佳作（各部門５点）
参加無料 定員：30名
県立博物館
対象：幼児・小学生・中学生
とっとり出合いの森
電話：0857-26-8044 （小学生以下は保護者同伴）
10時〜12時
（鳥取市桂見）
FAX：0857-26-8041 申込：電話のみ先着順
申込開始：7月10日
（木）
〜

11時
〜
11時30分

〔歴史講座〕
7月27日（日）
貝の腕輪をつくろう！

13時30分
〜
15時30分

県立図書館

県立博物館
会議室

11時〜12時 県立図書館

〔ワークショップ〕
8月 9日（土） ときめき☆
サンゴ染めに挑戦！
8月10日（日）

県立図書館
参加無料
電話：0857-26-8155 申込：不要
FAX：0857-22-2996

県立図書館
参加無料
電話：0857-26-8155
申込：不要
FAX：0857-22-2996

〔スペシャルアートシアター〕
14時
8月 2日（土） スパイク・ジョーンズ監督作品
〜
「かいじゅうたちのいるところ」 15時50分

県立博物館
講堂

県立博物館
参加無料 定員：250名
電話：0857-26-8045 対象：小学生〜一般
FAX：0857-26-8041 申込：不要

〔歴史講座〕
県立博物館
8月 3日（日） 夏休み自由研究相談室 10時〜15時
会議室
〜鳥取県の歴史･民俗を調べてみよう！〜
〔野外観察会〕
8月 3日（日）
川原の石を調べよう！
ブラインドサッカー
8月 3日（日）
体験スクール

8月17日（日）

県立博物館
参加無料 対象：小学生・中
電話：0857-26-8044 学生（小学生は保護者同伴）
FAX：0857-26-8041 申込：不要

SC鳥取東部事務所 参加無料 定員：50組
14時30分 とりぎん
電話：0857-30-3033 対象：小学生とその保護者
〜
15時20分 バードスタジアム FAX：0857-30-3034 申込期限：7月15日（火）

県立図書館

よりよい紙面づくりのために

県立図書館
参加無料
電話：0857-26-8155
申込：不要
FAX：0857-22-2996

ご意見をお寄せください。

問合せ先
・
送り先

中部会場

問合せ先

県立博物館
会議室

県立博物館
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

10時30分
〜
12時

県立図書館

県立図書館
参加無料
電話：0857-26-8155
申込：不要
FAX：0857-22-2996

県立博物館
講堂

県立博物館
参加無料 定員：250名
電話：0857-26-8044 対象：小学生〜一般（小学生
FAX：0857-26-8041 は保護者同伴） 申込：不要

県立博物館
会議室・展示室

県立博物館
参加無料 定員：20名 対象：小
電話：0857-26-8045 学生〜一般 申込：電話のみ先着
FAX：0857-26-8041 順 申込開始：8月1日（金）〜

14時〜16時

県立博物館
会議室・展示室

大山青年の家

参加費用：2,700円
大山青年の家
・
２年生
電話：0859-53-8030 対象：小学校１
（金）
FAX：0859-53-8265 申込期限：8月8日

〔アートシアター〕
14時
8月30日（土） ピリペンコさんの手づくり
〜
15時50分
潜水艦

県立博物館
講堂

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

9月 6日（土）
〜
ファミリーキャンプ
9月 7日（日）

船上山少年自然の 船上山少年自然の家 参加費用：3,500円程度 定員：
電話：0858-55-7111 20家族程度 対象：小中学生とそ
家とその周辺
FAX：0858-55-7119 の家族 申込期限：8月22日（金）

9月13日（土）
〜
はじめての冒険・３年生
9月14日（日）

大山青年の家

参加費用：3,700円
大山青年の家
電話：0859-53-8030 対象：小学校3年生
（土）
FAX：0859-53-8265 申込期限：8月23日

9月27日（土） はじめての冒険（低学年）
〜
9月28日（日） ②

大山青年の家

参加費用：2,700円
大山青年の家
・
２年生
電話：0859-53-8030 対象：小学校１
（金）
FAX：0859-53-8265 申込期限：8月8日

〒680‐8570（住所記載不要）県教委教育総務課
ＴＥＬ 0857‐26‐7926 ＦＡＸ 0857‐26‐8185 Ｅ‐ＭＡＩＬ kyouikusoumu＠ｐｒｅ
ｆ．
ｔｏｔ
ｔｏｒ
ｉｊ
．
ｐ
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
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期〉平成２６年

７月１９日（土）〜８月３１日（日）

〈入 館 料〉常設展示の入館料
〈展示内容〉岡村吉右衛門《 梟 》紙・型染め版画
《雪兎》紙・型染め版画 他
〈関連イベント〉
①スペシャルアートシアター
スパイク・ジョーンズ監督作品（2009年 アメリカ）
「かいじゅうたちのいるところ」
（DVD/101分）
８月２日（土）14:00 〜 15:50 視聴無料 申込不要
②「民族楽器ムックリでアイヌ文化を体感しよう！」
アイヌ文化アドバイザーの船田晃男さんを講師に竹と糸で作ります。
８月16日（土）13:00 〜 16:00 参加無料 要申込

■開館時間 9:00〜17:00(入館は16:30まで)
4月〜10月の特別展示の期間中
の土､日､祝日は19:00まで開館
(入館は18:30まで)
■休 館 日 会期中は無休

■入 館 料 常設展／一般180（150）円
( )内は20名様以上の団体料金
企画展／別途料金

※次の方は無料／大学生以下、70歳以上、学校教育での引率者、
学校教育活動での引率者、 障がいのある方、要介護者等及び
その介護者

夏 休 み は い ろ ん な 体 験 し て み よ う！
3D映像

新作

夏は図書館がおもしろい！今年も『夏休み
図書館まつり』に行こう！
「図書館たんけん隊」、
「手話で楽しむおはなし会」、
「科学あそび」、
「イクメン司書の読み聞かせ」など、イベント
が盛りだくさん！夏休みの自由研究や工作に
役立つ本のコーナーもありますよ。
（「お知ら
せ・イベントコーナー」をご覧ください。）

２本立て上映
山陰海岸学習館は、山陰海岸ジオパ
ークの魅力をさまざまな資料や映像で
楽しく学べる施設です。体験学習コーナ
ーでは、山陰海岸の砂や生きもの、エン
トランスの水槽では、海中の生き物の姿
や動きを観察できます。山陰海岸ジオ
パークの魅力を伝える２本の３D映像も
ご覧いただけます。

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）
申込：不要
参加無料 定員：20名
県立博物館
対象：小学生〜一般
電話：0857-26-8045
申込：電話のみ先着順
FAX：0857-26-8041
申込開始：8月8日
（金）
〜

8月30日（土） はじめての冒険（低学年）
〜
8月31日（日） ①

13時30分
〜
15時30分

〈会

〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-124
TEL：0857-26-8042 FAX：0857-26-8041
E-mail hakubutsukan@pref.tottori.jp

県立博物館
参加無料 対象：小学生・中
電話：0857-26-8044 学生（小学生は保護者同伴）
FAX：0857-26-8041 申込：不要

県立博物館
会議室

〔歴史講座〕
お金をつくろう！

鳥取県出身の岡村吉右衛門（おかむら・きちえ
もん 1916年〜2002年）の型染め版画に描かれ
たさまざまな生きものたちに出会う展覧会です。

鳥取県立博物館

船上山少年自然の 船上山少年自然の家 参加費用：3,500円程度 定員：
電話：0858-55-7111 48名 対象：小学4年生〜中学
家とその周辺
FAX：0858-55-7119 生 申込期限：7月23日（水）
14時〜16時

4
4

県立博物館に ホンモノ を見に行こう！ ……………………………………… 4
シリーズ 県立高校の取組 ……………………………………………………… 5
シリーズ 鳥取県のエキスパート教員 ………………………………………… 5
シリーズ プロ
（文化財主事）
が教える文化遺産のツボ！……………………… 5
＜子ども県政コーナー＞ ……………………………………………………… 6・7
＜トピックコーナー＞ …………………………………………………………… 8
●情報モラル啓発マンガ「とりたろうとたのしいなかまたち」
●平成２７年度 鳥取県育英奨学生を募集します
●お知らせ・イベントコーナー

〈会
期〉平成２６年 7月１
９日（土）〜８月３１日（日）
〈展示資料〉サンゴ礁のいきもの（サンゴ、オオシャコガイ、イトマキエイ、チョウチョウウオなど）、
深海のサンゴ（推定300才！山陰沖の巨大深海サンゴ、宝石サンゴ、かわいい単体サンゴなど）、
深海生物（ダイオウグソクムシ、ラブカ、スケーリーフット、
リュウグウノツカイなど）、
しんかい6500 1/2模型、南極のサンゴ、4億年前のサンゴ化石、
世界最古のイシサンゴ化石、鳥取の珊瑚細工（海松細工）、宝石珊瑚細工
〈関連イベント〉①特別講演会 ②ワークショップ（「お知らせ・イベントコーナー」をご覧ください。）
〈入 場 料〉７００円（団体５００円）

西部会場

材料費：450円 定員：20名
対象：小学生〜一般
申込：電話のみ、先着順
申込開始：7月25日
（金）
〜
参加無料 定員：20名 対象：
小学生〜一般（小学生は保護者
同伴） 申込：電話のみ先着順
申込開始：7月27日（日）〜

1
2
2
2
3
3

みなさんはサンゴの本当の姿を知って
いますか？サンゴはサンゴ礁だけでなく、
深海にも、南極にも、そして山陰の海にも
たくさんすんでいます。
この展覧会では、
世界中のサンゴが鳥取に集結！宝石サン
ゴや、かわいいサンゴ水族館、4億年前の
サンゴ化石もみどころです。あなたの胸
キュン☆サンゴ、さがしに来てね。

その他

参加費用：100円 定員：20名
対象：小学校4〜6年生とその保
県立博物館
電話：0857-26-8044 護者 申込：往復ハガキ・Eメー
（定員を超えた場合は抽選）
FAX：0857-26-8041 ル
申込期間：7月28日
（月）
〜8月
14日
（木）

8月24日（日）

参加無料 定員：30名
対象：小学生・中学生
用瀬町中央公民館・ 県立博物館
電話：0857-26-8044 （小学生は保護者同伴）
10時〜15時
河原町和奈見橋周辺 FAX：0857-26-8041 申込：電話のみ先着順
申込開始：7月10日
（木）
〜

14時
〜
15時30分

所

〔自然講座〕
県立博物館
10時〜17時
夏休みの標本調べ相談室
会議室

〔ワークショップ〕
8月23日（土） みつけてドキドキ❤
深海の生きもの

参加無料（昼食各自準備）
子どもが学ぶ人権学習
県立人権ひろば21 県立人権ひろば21 定員：10名
電話：0857‐27‐2010
8月 6日（水）
9時〜16時
対象：小学校3・4年生
ふらっと
「買い物で世界を変えよう！」
FAX：0857‐21‐1714
申込期限：7月28日
（月）

（夏休み図書館まつり）
8月 6日（水）
やってみよう！科学遊び

場

夏休みはいろんな体験してみよう！………………………………………………
熱中症を予防しよう！………………………………………………………………
大丈夫ですか？ ゲーム機、音楽プレイヤーのネット対策!! ……………………
親が元気になる家庭教育研修会を応援しています!! …………………………
鳥取県版「土曜授業等」
スタート …………………………………………………
ウェブサイト
「鳥取伝統芸能アーカイブス」の開設 ……………………………
子どもたちが夢や目標を持ち、
主体的にスポーツに取り組める環境をつくっていきましょう。………………
1日60分 運動遊びやスポーツを楽しんで元気に過ごそう！…………………

県立博物館
県立博物館
〔民俗講座〕
8月17日（日）
14時〜15時 歴史・民俗展示室 電話：0857-26-8044
鳥取県の民話を聞く会
FAX：0857-26-8041
復元民家内

参加無料 定員：10名
対象：小学生
（低学年は保護者同伴）
申込期限：7月28日
（月）

県立図書館

間

〔特別講演会〕
13時30分
8月16日（土） 「しんかい6500」で見る
〜
15時
深海の世界
〔ワークショップ〕
8月16日（土） 民族楽器ムックリで
13時〜16時
アイヌ文化を体験しよう！

県立図書館
申込：必要
電話：0857-26-8155 申込期限：なし
FAX：0857-22-2996

11時
〜
11時40分

時

〔野外観察会〕
岩美町立渚交流館・ 山陰海岸学習館
電話：0857-73-1445
10時〜14時
海岸の石を調べてみよう！
大谷海岸（岩美町） FAX：0857‐73-1445

8月10日（日）（夏休み図書館まつり）
外国語で楽しむえほんのじかん

参加無料 定員：20名
対象：小学校4〜6年生とそ
県立博物館
電話：0857-26-8044 の保護者 申込：往復ハガキ
・Eメール
（定員を超えた場合
FAX：0857-26-8041
は抽選） 申込期間：6月30
日
（月）
〜7月17日
（木）

ユニバーサルデザイン 10時〜12時
県立人権ひろば21 県立人権ひろば21
電話：0857‐27‐2010
8月 2日（土） 体験学習「ユニバーサル 13時30分
ふらっと
FAX：0857‐21‐1714
デザインを体験しよう！」 〜15時30分

イベント名

8月 7日（木） English campｉ
ｎ
〜
Ｓｅｎ
ｊ
ｙｏ
8月 8日（金） Ｍｔ．

参加無料（昼食各自準備）
子どもが学ぶ人権学習
県立人権ひろば21 県立人権ひろば21 定員：10名
電話：0857‐27‐2010
8月 1日（金）
9時〜16時
対象：小学校5・6年生
ふらっと
「もし、地震にあったら？
！」
FAX：0857‐21‐1714
申込期限：7月28日
（月）

（夏休み図書館まつり）
8月 2日（土）
イクメン司書と絵本を楽しもう

在学または出身の高等学
校等に所定の書類を提出

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、
詳しくはお電話でお問合せください。

ー

ー

7月27日（日） （夏休み図書館まつり）
8月24日（日） 手話で楽しむおはなし会

7月30日（水）（夏休み図書館まつり）
8月 8日（金） 図書館たんけん隊

立

募集要項

問合せ先

時

年5回発行

次

〔野外観察会〕
7月27日（日） トンボをとろう！
in 出合いの森

等

国公立
（自宅通学） １８，
０００円
（自宅外通学）２３，
０００円
貸与月額
私立
（自宅通学） ３０，
０００円
（自宅外通学）３５，
０００円

ご理解ください

とっとりふれあい人権
【募集期間】
マンガ大賞
6月中旬
〜9月12日（金）【作品募集】

学

詳しくはお問い合わせください。

お知らせ・イベントコーナー

編集・発行

鳥取県教育委員会

目

県教委いじめ・不登校
総合対策センター
電話 0857（28）2362
FAX ０８５７
（２8）8513
http://www.pref.tottori.
lg.jp/ijimefutoukou/

イベント名

大
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平成26年 6月

平成２７年４月に高等学校や大学等に進学し、奨学資金の借
受けを希望される中学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。

高等学校、特別支援学校 大学、短期大学、
対 象 校 （高等部）、高等専門学校、 専修学校（専門課程）
専修学校（高等課程）

問合せ先

Vol.

平成２７年度
鳥取県育英奨学生を募集します
高等学校 等

全国的に、幼い時期からの
ネット活用やゲームへの依存
が懸念されています。子ども
自身がネット社会の危険性に
ついて問題意識をもつこと、
また、家族と話し合うきっか
けとなればと願って４コママ
ンガ「とりたろうとたのしい
なかまたち」
を作成しました。
いじめ・不登校総合対策セン
ターのホームページに掲載
しています。

開催期間

教育だより

トピックコーナー

鳥取県立図書館

〈夏休み期間中（７/２０〜８/３１）の上映時間〉
「大地と海の物語」
（10:00〜、11:00〜、13:30〜、15:30〜)

やってみよう自然体験

（10:30〜、11:30〜、14:00〜、16:00〜)

5人以上のグループでご利用でき
ます。個人でも参加できるイベン
トもあるので「お知らせ・イベント
コーナー」をご覧下さい。

「神秘と生命の物語」

※詳細はHPで
（http://site5.tori-info.co.jp/
˜museum.gakusyukan/)

鳥取県立博物館附属

山陰海岸学習館

〒680-0017 鳥取県鳥取市尚徳町101
TEL：0857-26-8155 FAX：0857-22-2996
http://www.library.pref.tottori.jp/

〒681-0001 鳥取県岩美郡岩美町牧谷1794-4
TEL：0857-73-1445 FAX：0857-73-1446
E-mail saninkaigan@pref.tottori.jp

滝で！

船上山少年自然の家

■開館時間 9:00〜17:00
7月〜8月の毎週土曜日は
18:00まで開館
■休 館 日 7月20日〜 8月31日は
毎日開館
■入 館 料 無料

大山青年の家
1

カヌーで！

〒689-2525 鳥取県東伯郡琴浦町山川807-2
TEL：０８５8-５5-7111 FAX：０８５8-５5-7119
E-mail senjyozan̲syounen@pref.tottori.jp

〒689-3319 鳥取県西伯郡大山町赤松明間原312
TEL：０８５9-５3-8030 FAX：０８５9-５3-8265
E-mail daisen̲seinen@pref.tottori.jp

