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開催期間イベント名 時　間 場　所 問合せ先 その他

　東京の学生寮に空きがあります。年度中途
からの入寮も大歓迎です。御家族に東京で暮
らす下記のような学生さんがいらっしゃる場
合は是非入寮を御検討ください。

まずは、以下にお問い合わせください。

開催期間イベント名 時　間 場　所 問合せ先 その他

●住居費や食費が高いので何とかしたい。
●教育費のためのアルバイトが忙しくて
　勉強に集中できない。
●外食が多く、食事の栄養バランスに悩んでいる。
●一人暮らしが寂しい。
●同郷の友人と交流したい。

学生寮の
中途入寮生
募集中

問合せ先

（公財）鳥取県育英会
（県教育委員会人権教育課育英奨学室内）
【電話】０８５７（２６）８３７５
【FAX】０８５７（２６）８１７６
※学生寮の概要等については、ホームページでご覧いただけます。

鳥取県
とっ とり  け ん

目　

次

【シリーズ】市町村教育委員会の取組紹介･･････････････････････････････････････････････ 4
【シリーズ】県立高校の取組（境港総合技術高等学校）･････････････････････････････････ 5
【シリーズ】鳥取県のエキスパート教員（鳥取聾学校ひまわり分校）･･･････････････････ 5
【シリーズ】プロが教える文化遺産のツボ！  花籠祭 ～地域で節目を祝う～･･･････････ 5
＜子ども県政コーナー＞ 鳥取県中部地震から1年･･････････････････････････････････ 6・7
＜トピックコーナー＞･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 8
　●保護者同士の学び・仲間づくりを応援します！
　●学生寮の中途入寮生募集中
　●お知らせ・イベントコーナー

問合せ先
・
送り先 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

〒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

よりよい紙面づくりのために
ご意見をお寄せください。

東部会場 中部会場 西部会場

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。

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

問合せ先 県教育委員会体育保健課　電話 0857（26）7527　FAX0857（26）7542

問合せ先 県教育委員会体育保健課　電話 0857（26）7522　FAX0857（26）7542　  遊びの王様ランキングHP　http://www.asobi2.com

9月16日（土）

9月16日（土）

9月23日（土）

10月7日（土）

10月9日（月・祝）

1泊2日

1泊2日

《サイエンスレクチャー》
宇宙と深海とすごい生き物たち
～「はやぶさ」を見た！深海へ
  行ってきた！鳥取で大発見した！～
《アートシアター》
「アイリス・アプフェル！
　　 94歳のニューヨーカー」
（2014/アメリカ/80分）

講師：山根一眞氏（ジャーナリスト）
参加費用：無料　申込：不要
対象：小学生～一般
(小学生は保護者同伴)
定員：250名

講師：倉地克直氏（岡山大学特命教授）
参加費用：無料　申込：不要
対象：一般（小学生以下は
保護者同伴）
定員：230名

参加費用：無料
申込：不要
対象：高校生～一般
定員：250名

参加費用：1人3,000円程度
申込期間：9月14日（木）～9月28日（木）
17時必着　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

参加費用：1人3,300円程度
申込期間：9月21日（木）～
10月5日（木）17時必着
対象：小学1年～3年生
定員：48名

参加費用：1人1,000円程度
申込期間：11月2日（木）～
11月16日（木）17時必着
対象：小中学生とその家族
定員：①②各15家族

参加費用：1人600円程度
申込期間：9月28日（木）～
10月17日（火）17時必着
対象：小中学生とその家族、一般
定員：50名程度

参加費用：1人2,200円程度
申込期間：9月19日（火）～10月13日（金）
17時必着　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：なし

鳥取県立博物館　
講堂

鳥取県立博物館　
講堂

鳥取県立博物館　
講堂

県立船上山
少年自然の家と
その周辺

県立船上山
少年自然の家

とっとり出合いの森
（鳥取市）

大山・下山キャンプ場
(大山町)

県立大山青年の家

鳥取県立博物館　
展示室

鳥取県立博物館　
エントランスホール

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

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

県立大山青年の家

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

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

県立船上山
少年自然の家

県立船上山
少年自然の家
電話：0858-55-7111
FAX：0858-55-7119
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お知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナー

県教育委員会社会教育課
【電話】0857（26）7943 【FAX】0857（26）8175
Eメール : shakaikyouiku@pref.tottori.lg.jp

10:00～12:00
13:00～15:00

14:00～16:00

14:00～15:30

10月28日（土）
《アートシアター》
新日曜美術館シリーズ
「狩野探幽  江戸の天才絵師」
（2006年/47分）

14:00～15:00

鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

参加費用：無料
申込：不要
対象：高校生～一般
定員：250名

鳥取県立博物館　
講堂12月9日（土）

《アートシアター》
「ヴィヴィアン・マイヤーを探して」
（2013/アメリカ/84分）

14:00～15:30

10月29日（日）10:00～14:30

14:00～15:30

10:00～14:00

14:00～15:00

　子どもの読書に関する専門的な知識や読み聞かせ
等の豊富な経験を持つ読書アドバイザーを派遣します。

●保護者研修（保育所、幼稚園、認定こども
園、小学校、特別支援学校など）
●読み聞かせボランティア研修  など

～研修会に講師、進行役をご活用ください～

各種研修会に講演会講師を無料で派遣しています。開催予定時期の1ヶ月前までにお申し込みください。（各派遣には年間予定数があります。）

保護者同士の学び・仲間づくりを応援します！

子ども読書アドバイザー

参加費用：無料
申込：不要
対象：幼児～一般
(小学生は保護者同伴)
定員：なし

参加費用：無料
申込：不要
対象：高校生～一般
定員：250名
参加費用：観覧料
申込：不要
対象：高校生～一般
定員：なし

《ワークショップ》
ねんどでアート！ 

鳥取県立博物館　
講堂・敷地内

鳥取県立博物館　
会議室

参加費用：無料
申込：不要
対象：一般
(小学生以下は保護者同伴)
定員：なし

《ギャラリートーク》
テーマ展 Ⅱ 「鳥取藩と美術」

《歴史講座》
池田光政という人物

11月5日（日）10:00～12:00
《歴史講座》
鳥取城で鷹狩り！
～諏訪流放鷹術の実演～

11月3日（金・祝）
講師：呉座勇一氏
（国際日本文化研究センター助教）
参加費用：無料　申込：不要
対象：一般（小学生以下は保護者同伴）
定員：250名

鳥取県立博物館　
講堂14:00～15:30《講演会》

応仁の乱と山名宗全（仮）

《野外観察会》
おちばの中のモンスターを
さがそう！

《野外観察会》
きのこを調べる会

秋の感謝祭

だいせんキャンプ秋
（不登校対策）

ハートフルキャンプin船上山
（不登校対策）

共催：大山自然歴史館
参加費用：無料
申込：9月28日(木)～、電話のみ
対象：小学生～一般(小学生は保護者同伴)
定員：30名(先着順)

共催：湖山池情報プラザ
参加費用：無料
申込：11月9日(木)～、電話のみ
対象：幼児～一般(小学生以下は保護者同伴)
定員：20名(先着順)

共催：とっとり出合いの森
参加費用：無料
申込：10月5日（木）～、電話のみ
対象：幼児～一般(小学生以下は保護者同伴)
定員：20名(先着順)

参加費用：無料（コーナーによっては
別途料金と整理券が必要）  申込：不要
対象：幼児～一般　定員：なし
※前泊コースあり（申込期限：9月29日（金）
17時必着、定員：12家族、費用1人2,000程度）

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

湖山池青島
(鳥取市)11月25日（土）9:00～12:00《野外観察会》

はじめてのバードウォッチング

参加費用：無料
申込：11月9日(木)～、電話のみ
対象：幼児～一般
(小学生以下は保護者同伴)
定員：20名(先着順)

11月26日（日）10:00～12:00《自然講座》
化石レプリカをつくろう！

鳥取県立博物館　
講堂

講師：笠木哲也氏（鳥取環境大学准教授）
共催：鳥取県生物学会
参加費用：無料　申込：不要
対象：一般(小学生以下は保護者同伴)
定員：250名

12月2日（土）14:00～15:30《講演会》
鳥取県生物学会講演会

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

①
12月2日（土）
②
12月3日（日）

（12日）
　10:00～
（13日）
　～14:30

（19日）
　13:00～
（20日）
　～15:00

10月12日（木）
〜

10月13日（金）

10月19日（木）
〜

10月20日（金）

1泊2日

参加費用：1人4,000円程度
申込期間：10月18日（水）～
11月2日（木）17時必着
対象：成人・各市町村青年団
定員：40名

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

県立大山青年の家

参加費用：1人800円程度
申込期間：11月2日（木）～
11月17日（金）17時必着
対象・定員：年長児30名と
その家族

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

県立大山青年の家

青年の出会い
（18日）
　15:00～
（19日）
　  ～9:00

11月18日（土）
〜

11月19日（日）

1泊2日
ちっちゃい探検隊②

ノルディックウォークin船上山

参加費用：1人300円程度
申込期間：10月5日（木）～
10月24日（火）17時必着
対象：小中学生とその家族
定員：15名程度

県立船上山
少年自然の家
～船上山～勝田ヶ山

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

11月5日（日）9:00～17:00秋山登山企画

12月3日（日）9:00～15:00もうすぐ１年生

県立船上山
少年自然の家

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

10:00～14:30船上山ピザ祭り①②

（21日）
　10:00～
（22日）
　～14:30

10月21日（土）
〜

10月22日（日）

参加費用：1人5,000円程度
申込期間：11月21日（火）～
12月7日（木）17時必着
対象：小学4年～中学生
定員：48名

県立船上山
少年自然の家

県立船上山
少年自然の家
電話：0858-55-7111
FAX：0858-55-71192泊3日

船上山アカデミー
（26日）
　10:00～
（28日）
　～14:30

12月26日（火）
〜

12月28日（木）

10月14日（土）

9:00～15:0010月15日（日）

13:00～16:0010月22日（日）

樗谿公園(鳥取市)
集合：樗谿公園の
　　  鳥居の下 鳥取県立博物館

学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

《野外観察会》
家族で楽しむ
「しいのみさがし」と森の観察

共催：自然観察指導員鳥取連絡会
参加費用：無料
申込：10月19日（木）～、電話のみ
対象：幼児～一般(小学生以下は保護者同伴)
定員：20名(先着順)

10:00～12:0011月3日（金・祝）

学校の
防災教育への
専門家派遣事業

　鳥取県では、地震・津波等の自然災害への対策のひとつとして、
学校で行われる防災教育に、防災に関する専門家を派遣しています。
派遣している防災に関する専門家
●学校防災アドバイザー　●鳥取地方気象台　●県消防防災課
●県治山砂防課　●県河川課

６月２２日（木）ハワイアロハホールにて
「学校における防災教育研修会」を開催しました。

～事前の備えが全ての対応の基本～

伯耆町立岸本小学校の取組 先生も学んでいます

本年度実施予定学校数
●小学校 …………２４校
●中学校 ……………５校
●高等学校 …………３校
●特別支援学校 ……３校

学校における防災教育の推進

しっかり頭を守って避難しています 保護者の方と連携して
引き渡し訓練も行いました。

学校防災アドバイザーの横山先生から
お話をしていただきました。

土曜授業の機会に保護者も参加して、地震による
避難訓練と引き渡し訓練を行いました。

風船バレー

10mボール渡し
リレー

10mボール渡し
リレー

毎月17日は柔軟の日
長座体前屈チャレンジ

米子市立
弓ヶ浜小学校

倉吉幼稚園

鳥取入府400年
池田光政 展
～殿、国替えにござります～

10月7日㈯
    ～11月12日㈰
9:00～17:00
休館日：10月23日（月）

11月23日（木・祝）
   ～12月24日㈰
9:00～17:00
休館日：期間中の月曜日

開催期間

鳥取県立博物館 第１・２特別展示室場　所 鳥取県立博物館 第１・２特別展示室
場　所

内　容

一般/８００円（団体・前売・大学生・70歳以上/５００円） 一般/８００円（団体・前売・大学生・70歳以上/５００円）費　用

2017年は、姫路城主の池田光政（1609～82年）が、国替
えによって因幡と伯耆を合わせた32万石の藩主として入
府した1617年（元和3）から400年に当たります。本展で
は現在の鳥取県の骨格をつくった藩主ともいえる池田光
政の事績をたどり、ゆかりの品を紹介します。　
　　　　　　　　　　 （主催）「池田光政展」実行委員会

池田光政肖像（鳥取県立博物館蔵）

フジフイルム・フォトコレクション展
～日本の歴史を飾った写真家の「私の一枚」～
開催期間

内　容

費　用

「フジフイルム・コレクション」は富士フイルム株式会社の
創立80周年を記念して収集された優れた写真作品群で
す。本展では、幕末に写真術が渡来してから現代に至るま
での日本の写真史を彩った写真家101名の代表的な作品
「この一枚」を展示し、日本の写真史と写真界の発展の歴
史を紹介します。　 　  （主催）「富士フォト展」実行委員会

荒木経惟「〈センチメンタルな旅〉より」
1971年 ゼラチン・シルバー・プリント

無料

対象

申込み
・

問合せ先
申込み
・

問合せ先

●読み聞かせのポイント
●絵本や児童書の選び方
●子育てと読み聞かせ  など

内容

特定非営利活動法人こども未来ネットワーク（委託）
【電話】0858（22）1960 【FAX】0858（27）0271
Eメール :media@kodomomirai.kirara.st

　電子メディア機器とのよりよい接し方について
学ぶことができます。

●保護者研修（保育所、幼稚園、認定こども
園、小学校、特別支援学校など）

●子育て関係者（保健師、保育士、幼稚園教
諭、子育てサークルなど）の研修会

●親子学習　●地域の研修会  など

ケータイ・インターネット教育推進員

対象

●インターネットやゲームと子どもの育ち
●インターネットトラブルの対処法
●家庭でのルールづくり  など

内容

学校における防災教育の推進････････････････････････････････････････････････････ 1
遊びの王様ランキング ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 1
「多層指導モデルＭＩＭ」を活用した取り組み ････････････････････････････････････ 2
私たちは働く力と意欲があります！･･･････････････････････････････････････････････ 2
鳥取県教育支援センター「ハートフルスペース」････････････････････････････････ 3
がんの教育  始まります･･････････････････････････････････････････････････････････ 3
土曜授業等実施事業 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 3
「あごがギュウ～っとドライカレー」 が登場します！･･････････････････････････････ 3
県立博物館は鳥取県内各地域に出かけます！････････････････････････････････････ 4
博物館資料紹介  池田光政領地判物 ････････････････････････････････････････････ 4

　遊びの王様ランキングは、各学校や園からだ
けでなく、放課後児童クラブやスポーツ少年団、
子ども会や親子会、地域でのイベント等様々な

団体で参加が可能です。詳し
くはホームページを御覧いた
だくか、または下記「問合せ先」
まで御連絡ください。

八頭町立
船岡小学校

羽衣天女伝説
みんなでジャンプ2

日野町立
根雨小学校

　子どもたちの運動習慣の定着をめざして、県教育委員会では運
動遊びサイト「遊びの王様ランキング」を開設し、仲間と楽しむ２７種
目を用意して皆さんの参加を待っています。各種大会終了後には
各種目優勝、入賞チームに記念品、参加チームに記録証をお送りし
ます。各学校や園では、体育学習や児童会活動、休憩時間等で楽し
く取り組んでいます。


