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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） 県教委教育総務課
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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。

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

　学校給食を教材として、鳥取県の地場産物や食文化について学ぶことをねらい
とした、食育の取組を紹介します。

　今年度の「とっとり県
民の日」（９月１２日）の学
校給食の取組では、県内
統一地産地消メニューと
して「砂丘らっきょうのピ
リ辛そぼろ」が提供され
ました。あわせて栄養教
諭等により、食を通じて、
ふるさとに愛着と誇りを
持つことをねらいとした
指導が行われました。

問合せ先

青谷上寺地遺跡史跡保存活用協議会
〒689-0501 鳥取市青谷町青谷4064
電 話 0857（85）0841
FAX ０８５７（85）0844
E-MAIL  aoya-katsuyou@tbz.or.jp 問合せ先 県教委体育保健課　電話 0857（26）7527　FAX ０８５７（２6）7542

東部会場
中部会場
西部会場

青谷上寺地遺跡
４コマまんが
子ども部門

青谷上寺地遺跡
４コマまんが
子ども部門

学校給食を通じた食育の取組学校給食を通じた食育の取組

弥生時代の田んぼの一年の様子を
描きました。

平成２５年度

●ごはん
●アゴのカレー揚げ
●砂丘らっきょうのピリ辛そぼろ
●とうふちくわのすまし汁
●二十世紀梨　●牛乳

琴浦町立
学校給食センター

●ごはん
●砂丘らっきょうのピリ辛そぼろ
●長いもとチンゲン菜のごまマヨ和え
●あご竹輪のすまし汁　
●二十世紀梨　●牛乳

江府町立
学校給食センター

小・中・特別支援学校では、栄養教諭等と連携し、食育に取り組んでいます。

　4年生が、旬の食材や特産品を育む、鳥取県の風土と
その特色について学びました。食を通じて、自然豊かな
ふるさとの魅力を再発見する給食時間になりました。

湯梨浜町立羽合小学校湯梨浜町立羽合小学校

　5年生が、学校給食における地産地消の取組について
学びました。使用食材19品目中、16品目が県内産の給食
をいただきながら、「食のみやこ鳥取県」を実感しました。

鳥取市立浜坂小学校鳥取市立浜坂小学校

とっとり夢プロジェクト

智頭宿格子
プロジェクト

始動！

問合せ先 県教委高等学校課　電話 ０８５７（２6）７916　FAX ０８５７（２6）0408

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。

平成２７年度
鳥取県学生寮(東京)

問合せ先

（公財）鳥取県育英会（県教委人権教育課育英奨学室内）
電話 0857（26）8375　FAX 0857（26）8176
http://www.tottori-ryo.or.jp

作 者

伝えたいこと

大学、短大、専修学校専門課程に入学予定また
は在学中のかた。

有本範充さん　岸森直也さん
山本寛人さん

あり もと のり みつ                     きし もり なお  や

やま もと ひろ  と

智頭農林高校

格子製作には多くの作業工程があり、
３人が力を合わせないと完成しません。 リレー漫画を描いています。

●今後の作業が楽しみです。僕たち３
人とも森林科学科の２年ですが、将
来必ず役に立つ体験なので、頑張っ
ていきたいです。（生徒／有本さん）
●この作業が好きかどうか、真面目に
根気よく取り組めるかどうかが最も
大切。（地元の建具店の藤縄薫さん）

　現在残っている智頭宿の格子を参考
に、伝統技術を地元の職人から学び、さ

らに高校生の視点から、より機能性を持たせた
格子を作成します。作成した格子は希望される
お宅に設置します。

手話パフォーマンス
プロジェクト

岸田純希さん　他33名
きし   だ  よし  き

鳥取湖陵高校

ボランティア部・ダンス同好会による
手話学習を行っています。

●プロのダンススクールの先生や演
劇の先生、手話指導員の先生を外部
指導者として迎えるなど、本物のダ
ンスミュージカルの完成をめざして
日々努力しています。活動の成果は、
さまざまな場面で披露できたらと思
っています。

　手話パフォーマンス甲子園出場に向
け、学科や部活動の特色を生かした製
作や創作活動を行いました。

●電子機械科グループによる自動演奏楽器製
作、演奏、ＰＶ製作
●ボランティア部・ダンス同好会による手話学
習、創作手話ダンス
●人間環境科グループによるステージ衣装デ
ザイン製作
●放送部によるナレーション
●美術部による挿絵

活 動
内 容

活 動
内 容

もっと絵をうまくなって
まんが王国とっとりの高校生を
全国にPRしたいプロジェクト

矢田貝梨穂さん　足立遥香さん
山本ひいなさん

  や    た  がい   り    ほ                        あ  だち  はる  か

やま もと

米子高校

●第１回目のワークショップは、米子高
校以外に米子工業、米子東高校の生
徒が参加し、講師の指導のもと、レク
リエーションやリレー漫画の制作を
行いました。今後の活動に向けてモ
チベーションがあがりました。

　鳥取県（西部地区）の漫画好きの高
校生に呼びかけ、一緒に活動します。

●定期的に専門の講師を招き、ワークショップ
を開催
●オフセット印刷による漫画冊子を作成し、各
種イベントで配布

活 動
内 容

「とっとり夢プロジェクト」は、創造力とチャレンジ精神を持った
高校生の主体的な企画・活動を応援する事業として、

今年度から実施しています。
書面・プレゼンテーションなどの選考を経て、
３校の企画が採択され、現在、夢の実現に向けて

活動しています。

最優秀
作品

大阪府岸和田市立常盤小学校

船 田 愛 子 さん
ふな      だ     あい      こ

　今年度も青谷上寺地遺跡４コマまんが
＆イメージキャラクターを募集しています。
（募集期間：平成26年12月26日（金）午
後5時必着）詳しくは、下記までお問い合
わせください。

明倫館（男子寮）
小田急小田原線　
成城学園前駅徒歩７分
寮費：月額42,000円
　　　　　　　　(予定)

清和寮（女子寮）
ＪＲ山手線　
目白駅徒歩１２分
寮費：月額４８，０００円
　　　　　　　　(予定)

※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。

申込資格

平成２７年１月２３日(金)申込締切
各高等学校などで配布する募集案内をご覧く
ださい。募集案内はホームページにも掲載し
ます。

申込方法

●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、安心で寂しさも紛れます。
●食事が家庭的でとても美味しいです。

寮生の声

入 寮 生 募 集 開催期間 イベント名 時　間 場　　所 問合せ先 その他

鳥取県の民話を聞く会
県立博物館
歴史・民俗展示室
（復元民家内）

県立博物館
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

参加費用：無料（大人は常設展入館料が
必要）　定員：30名　対象：一般
申込：不要

14時～15時

12月20日（土）〔ワークショップ〕キラキラキララ  光であそぼ！ 14時～16時

14時
～

15時30分

14時～16時

県立博物館
会議室他

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

参加費用：無料　定員：20名（先着順）
対象：小学生～一般
申込：12月5日（金）～電話のみ

1月24日（土）〔ギャラリートーク〕コレクション展Ⅴ
県立博物館
展示室

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

参加費用：無料（大人は常設展入館料が
必要）　対象：高校生～一般
申込：不要

13時30分
～
16時

12月14日（日）

しめ飾りを作ろう！ 県立博物館
会議室

県立博物館
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

参加費用：無料　対象：一般
定員：20名（先着順）
申込：11月21日（金）～電話のみ

12月21日（日）
13時
～

15時30分

わら草履を編もう！

〔スペシャルアートレクチャー〕
武蔵野美術大学教授
三澤一実氏

県立博物館
会議室

県立博物館
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041

参加費用：無料　対象：一般
定員：20名（先着順）
申込：1月15日（木）～電話のみ

2月15日（日）
13時
～

15時30分

14時
～

14時30分

2月  7日（土）
〔スペシャルアートシアター〕
「ふたりのイームズ：
建築家チャールズと画家レイ」

県立博物館
講堂

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

参加費用：無料　対象：高校生～一般
定員：250名
申込：不要

1月10日（土）
〔スペシャルアートシアター〕
アーティスト 村上隆監督作品
「めめめのくらげ」（DVD）

県立博物館
講堂

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

参加費用：無料　対象：幼児～一般
定員：250名　
申込：不要

14時
～

15時40分

1月31日（土） 県立博物館
講堂

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

参加費用：無料　対象：高校生～一般
定員：250名　
申込：不要

1月17日（土）
〔ワークショップ〕
ジュニア県展コラボ企画
「モシャモシャ探検隊！」

県立博物館
展示室

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

参加費用：無料（大人は常設展入館料が必要）
対象：小学生（４～６年）～一般　定員：100名
（材料がなくなり次第終了）　申込：不要

10時～16時
（うち12時～13時
　　を除く5時間）

1月24日（土）こども未来フォーラム 県立生涯学習センター
（県民ふれあい会館）

いじめ・不登校総合対策センター
電話：0857-28-2362
FAX：0857‐28-8513

1月31日（土）
～        

2月  1日（日）
1月31日 10時

～
2月  1日 14時

船上山ウィンター
フェスティバル①

船上山少年自然
の家とその周辺

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

参加費用：3,500円程度　定員：60名
対象：小学校4～中学生
申込期間：1月4日（日）～1月16日（金）

2月14日（土）
～        

2月15日（日）
14日 10時

～
15日 14時

船上山ウィンター
フェスティバル②

船上山少年自然
の家とその周辺

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

参加費用：3,500円程度　定員：18家族
まで　対象：小中学生とその家族
申込期間：1月4日（日）～1月30日（金）

1月17日（土）
～

1月18日（日）
いずれも日帰り

8時30分
～

16時10分
大山青年の家
「親子エンジョイスキー」

大山青年の家敷地内
特設ゲレンデ

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

参加費用：900円　定員：100名（両日とも）
対象：親子（子どもは小学生1～4年生まで）
申込期限：12月19日（金）必着

日帰りコース
2月7日（土）
宿泊コース
2月7日（土）
　～8日（日）

2月7日 10時30分～
（日帰りコース
　　17時10分まで）
2月8日 ～15時40分

大山青年の家
「歩くスキーのつどい」

大山青年の家
およびその周辺池

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

参加費用：日帰りコース 1,000円、
宿泊コース 4,000円　
定員：日帰りコース 小学4年生以上の
親子30名、宿泊コース 成人50名　
申込期限：1月23日（金）

参加費用：無料
申込：不要

こども未来フォーラム
平成２７年1月24日（土）13:30～16:00（13:00開場）

いじめ問題への関心を高め、いじめの防止のため
に参加者ができることを考えるきっかけとするため、
こども未来フォーラムを開催します。

日時

県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

入場
無料

会場

いじめ・不登校総合対策センター
電話 0857（28）2362　FAX 0857（28）8513

●「笑顔でつながるポスター・標語コンクール」 表彰
●講演会　アルピニスト　野口 健 氏
●児童生徒のいじめ未然防止に向けた取組発表等
※未就学児は講演会には入場できません。
　託児所を準備しますので事前にお申し込みください。写真提供：野口健事務所

問合せ先

清和寮　新入寮生歓迎会


