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〒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＠ｐｒｅｆ．ｔｏｔｔｏｒｉ．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。

お知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナーお知らせ・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
お電話でお問合せください。

問合せ先 主催・提供県教委高等学校課　電話 0857（26）7916 鳥取県高等学校家庭科教育研究会、鳥取県高等学校家庭クラブ連盟

《スイーツ部門 最優秀賞》地域の食材 砂丘長いも・チーズ

長いも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２本
味付け海苔・・・・・・・・・・・・・・・・・・８枚
チーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４枚
もち（しゃぶしゃぶ用）・・・４枚
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ５

鳥取県の名産の砂丘長いもを使って何かできないか考えました。時間もかけ
ずに安くておいしく、簡単にできるものがいいなと思って考えました。調味料
も家に必ずあるものを使いました。（コメント：田村晃大さん）
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長いも磯辺餅長いも磯辺餅長いも磯辺餅

　平成24年10月開催 第４回「高校生アイディア
料理コンテスト」最優秀賞レシピ！！

①酢水を作る。
②砂糖としょうゆと水を混ぜておく。
③長いもを長さ４センチ、５ミリ厚の短冊切りにしたあと、皮も除き、酢水に浸ける。
④③の長いもをすぐに取り出し、キッチンペーパーで水気を取り、片栗粉をまぶす。
⑤フライパンにサラダ油を入れ、中火で少しきつね色になるまで④の両面を炒める。
⑥火を弱火にし、②の調味料をかけ、焦げるのに注意しながら味を含ませる。
⑦この間に、もちは別のフライパンで焼いておき、チーズは長いもの大きさに合わせて切っ
ておく。
⑧⑥の長いもに、⑦のチーズともちを挟んで、海苔で巻く。

開催期間 イベント名 時間 場　　所 問合せ先 その他

〔企画展〕
シリーズ鳥取の表現者 File.04
「フナイタケヒコ 絵画の光景」

県立博物館
第2特別展示室

鳥取県立博物館
美術振興課
0857（26）8045

観覧料500円
70歳以上・大学生
以下は無料

参加無料
申込開始：
2月23日(土)～

3月9日（土）
鳥取県立博物館
美術振興課
0857（26）8045

県立博物館  会議室

9時～17時

14時～16時
〔企画展関連・ワークショップ〕
色のふしぎ・
わくわく色あそび

開催期間 イベント名 時間 場　　所 問合せ先 その他

船上山少年自然の家
とその周辺ちっちゃい探検隊（3月）

参加対象：
小学1～3年生
申込締切：
2月23日(土)まで

船上山少年自然の家
0858（55）7111

東部会場　　　　　　中部会場　　　　　　西部会場

シリーズ
第5弾！

使用した食材への思い・
工夫のポイント

2月16日(土)

3月24日(日)

～

3月9日(土)

10日(日)

～

ＰＴＡ活動で子どもが変わる、
保護者が変わる
ＰＴＡ活動で子どもが変わる、
保護者が変わる

　子どもたちが夢や希望に向かって学習や生活に取り組めるよ
う、生活リズムを整え、基盤となる基本的生活習慣の定着をめざ
して、県内のＰＴＡでは、学校の課題や実態に応じた特色ある活動
に取り組んでいます。１２月８日の鳥取県ＰＴＡ研究大会で報告さ
れた事例を紹介します。

平成24年10月開催 第４回「高校生アイディア平成
シ
第

高校生アイディア料理 ! ! 
　　　～地域食材の魅力発信！～

費用…1人250円

費用…1人400円

砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ５
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
サラダ油・・・・・大さじ３～４

日野高校3年 
 た むら　  こうだい　　　　　　　
田村　晃大さん 作品日野高校3年 
 た むら　  こうだい　　　　　　　
田村　晃大さん 作品日野高校3年 
 た むら　  こうだい　　　　　　　
田村　晃大さん 作品

米子高校３年    2年　　　　　　  
  うち だ      え   り 　　　　かどわき　  さ  き　　　　　　　
内田  枝里さん、 門脇  咲季さん作品

米子高校３年    2年　　　　　　  
  うち だ      え   り 　　　　かどわき　  さ  き　　　　　　　
内田  枝里さん、 門脇  咲季さん作品

米子高校３年    2年　　　　　　  
  うち だ      え   り 　　　　かどわき　  さ  き　　　　　　　
内田  枝里さん、 門脇  咲季さん作品

《料理部門 最優秀賞》地域の食材 大山どり・白ねぎ・にんにく

大山どりもも肉・・・・・・・・・５００ｇ
＜ねぎ塩ソース＞
白ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1／2本
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1／8
鶏ガラスープ粉末・・・小さじ1／4
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・小さじ４
にんにく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２かけ
ブラックペッパー・・・・・・・・・・少々
＜塩こうじトマト＞
トマト（中）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４個
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・大さじ２
塩こうじ・・・・・・・大さじ２と1/2

私の地元の鳥取県西部のもので作りたいと思い、大山どりと白ねぎを選びま
した。にんにくも鳥取産のものです。そこに今はやりの塩こうじとトマトを焼
いてプラスしたら、おいしくて新しい一品ができました。鶏肉と塩こうじトマ
トはとてもよく合うので一緒に食べてください。（コメント：内田枝里さん）
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～塩こうじトマトといっしょに～
大山どりのねぎ塩がけ大山どりのねぎ塩がけ大山どりのねぎ塩がけ

①鶏肉を食べやすい大きさに切り、塩こしょうで下味をつける。さやいんげんを色よ
くゆで、４㎝の長さに切る。
②みじん切りにした白ねぎとすりおろしたにんにく、鶏ガラスープ粉末、塩、オリーブ
油を小鍋に入れ、ねぎがしんなりするまで弱火で加熱する。
③トマトのヘタをとり、１㎝の厚さの輪切りにする。天板に並べてオリーブ油、塩こうじ
をかけて、１８０℃で１０分加熱する。
④フライパンにサラダ油を熱し、ぶなしめじ、さやいんげんをそれぞれ炒めて軽く塩
こしょうし、皿に移す。
⑤④のフライパンにサラダ油を足し、鶏肉を皮目の方からきれいな焼き色がつくまで
両面焼く。中まで火がとおったら②の白ねぎソースをかける。皿に鶏肉、③の塩こう
じトマトを交互にのせ、パセリ少々を振りかける。

使用した食材への思い・
工夫のポイント

＜付け合わせ＞
さやいんげん
・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０ｇ
ぶなしめじ
・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０ｇ

サラダ油・塩・こしょう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
パセリ（乾燥）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

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。

　平成２5年４月に高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修
学校（高等課程）などに在学していて、保護者が県内に在住している者。
（県外の学校も対象です。）

　大学（短大）、専修学校、各種学校等への進学や予備校での修学のために
金融機関から借用した資金（教育ローンなど）の利息の一部を助成します。

平成２5年度鳥取県育英奨学生（高等学校等）を募集します

平成２5年度 大学などへの進学資金助成金の希望者を募集します

ご理解ください

貸与月額

募集要項 入学（在学）する学校で配布のほか、ホームページをご覧ください。

提 出 先 入学（在学）する学校

募集要項 在学している高校などで配布のほか、ホームページをご覧ください。
提 出 先 卒業した高校など

応募対象者 平成２5年４月に大学などへ進学した者の保護者等（県内在住者）

申込期限 平成２5年４月２6日（金）必着

申込期限 平成２5年５月10日（金）必着

問合せ先
県教委育英奨学室　電話  ０８５７（２9）７145
ホームページ  http://www.pref.tottori.lg.jp/ikueishougaku/

国公立
自宅通学 １８，０００円
自宅外通学 ２３，０００円

私　立
自宅通学 30，０００円
自宅外通学 35，０００円

●詳しくはお問い合わせください

綱 本 大 介（平成24年度派遣：大栄小学校）
つな　 もと　 だい　 すけ

Report

問合せ先

県教委小中学校課  電話 0857（26）7513

　ドバイでの生活が始まって、１０ヶ月が経ち
ました。着いたばかりのころは、大きなビルを
見上げながら歩いたり、文化の違いに戸惑う
ことも多かったのですが、今では現地の人々
の優しさを感じられる余裕もできました。 　私は今年度G5（5年生）を担任していま

す。また、G4（4年生）とG8(中学2年生)の
社会科も担当しています。社会科見学に出
かけたり、写真や現物を使って指導しなが
ら、しっかりと学力が定着するように心がけ
ています。
　また、地元の大学で日本に関する講義を
行う機会があり、「日本のまんが」というテー
マで鳥取県の紹介をしたところ、現地でも
「名探偵コナン」は大人気でした。

　現地ならではの貴重な経験がたくさんあ
ります。鳥取県に戻った際は、これらを子ど
もたちに伝え、UAEと日本との関わりや海
外と日本の文化の共通点や相違点など、国
際的な視野で物事を考えられる教育活動に
も取り組んでいきたいと思います。

　ドバイ日本人学校（DJS）は、小学1年生
（G1）から中学3年生（G9）まで合わせて
139名の児童･生徒が通っています。日本
からの派遣教員は12名で、現地採用の英
会話、アラビア語の講師など総勢30名以上
の職員が英語でコミュニケーションを図り
ながら活動しています。

　ほとんどの児童･生徒がスクールバスで
登下校します。DJSは異学年での関わり合
いがとても多く、上学年が下学年に優しく教
える姿がよく見られ、うれしく思います。

ピンクの外観で平屋の建物がDJSです。
世界一高い建物「ブルジュカリファ」もよく見えます。

←
少し車を走らせると、
砂漠を歩くラクダも
見られます。

リラックスできる茶話会での交流を通して、
保護者の意識を高め合おう!

　保護者の意識調査と分析を行い、保護者
の意識を高め合うため、参加しやすい雰囲気
の「茶話会」を通して相互に悩みを出し合っ
たり、解決策を考えたりしました。

まず、自分から。いつも、どこでも、あいさつを！

　「寝る」「起きる」「家庭学習を始める」時刻を
常に意識した生活ができるよう、生徒の自己点検
カードを学校と保護者が共有し、連携して取り組
みました。

保護者手作りの豚汁で、食に感謝!命に感謝！

　食の大切さ、命の大切さを考えてもらいたいと、保
護者による「全校豚汁DAY」を実施しました。また、
親子のコミュニケーションの機会として「にこにこ家
族会議」に取り組み、生活習慣の見直しをしました。

　３学期は、進学・進級をひかえ、ケータイやスマートフォンの所持率がグッと上昇する時期です。
ケータイやスマートフォンは、便利な道具ですが、インターネットについての正しい理解や使い方
をしないと危険がいっぱいです。「わが子にケータイやスマホが本当に必要なの？」持たせる親の
責任として、考えてみましょう！

フィルタリングは、義務（法律）！
※フィルタリングとは、子どもに見せたくな
　い情報の閲覧を制限するサービス

どんな危険性やトラブルが
あるのでしょうか？
•個人情報の流出
•クリック詐欺
•ネット依存（ゲーム中毒）
•中傷や悪口の書き込み　
　　　　　　　　　　  など

家庭でケータイやスマートフォンの使用に
ついて話し合い、ルールを決めましょう！

•どんな目的で使うのか。
•目的に応じた機能に設定する。
•使用する場所（自分の部屋は×、など）
•使用する時間（食事中は×、夜は何時まで、など）
•有害サイト、違法サイトにアクセスしない。
•変なメールがきたり、困ったことがあれば
 報告するなど。

２００９鳥取県携帯電話アンケートより

鳥取市立明徳小学校育成会
とっ とり  し  りつ めいとくしょうがっこういくせいかい

倉吉市立河北小学校ＰＴＡ
㋐イコンタクトで いつも
さきに つづけよう
　横断幕を作成し、あらゆる機会に活用すること
で、学校全体にあいさつの輪が広がってきました。
今後は地域にも広げていきたいと思います。

～子どもの成長を支える、特色あるＰＴＡ活動の取組～

ケータイ・スマートフォンについて

今一度考えてみましょう！
ケータイ・スマートフォンについて

今一度考えてみましょう！
ケータイ・スマートフォンについて

今一度考えてみましょう！

ポイント1 ポイント2

ポイント3

スマートフォンの場合は特に
注意が必要です。
ウィルス対策も必ずしましょう！
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中学生のトラブル経験
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小学生のトラブル経験

子どもとの会話中に
ケータイやスマホを操作すること
食事中にメールすること

子どもとの会話中に
ケータイやスマホを操作すること
食事中にメールすること

鳥取市立南中学校ＰＴＡ
とっ とり   し  りつ みなみちゅうがっこう

米子市立弓ヶ浜中学校ＰＴＡ
よな ご   し  りつゆみ が はまちゅうがっこう

くら よし  し   りつ  か  ほくしょうがっ こう

グッスリ・パッチリ・モグモグ
大作戦!

問合せ先 県教委家庭・地域教育課  電話 0857（26）7521

（％）

「鳥取県ケータイ・インターネット教育推進員」が希望され
る日時に出かけ、講演等を行います。（費用は無料です。）

NPO法人こども未来ネットワーク
電話 0858（22）1960　FAX 0858（27）0271
E-mail:media@kodomomirai.kirara.net
URL:http://kodomomirai.kirara.st

申
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先


