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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
電話 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
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。

開催期間 イベント名 時　間 場　所 問合せ先 その他

はっくつ体験 むきばんだ
史跡公園

むきばんだ史跡公園
電話：0859-37-4000
FAX：0859-37-4001

11時～5月10日（日）～
11月の（日・祝）

13時30分
～

15時30分
8月2日（日）お金をつくろう 県立博物館

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

制作
14時～16時
観測

19時～21時
8月8日（土）自作天体望遠鏡で星を見よう！

県立博物館
会議室（制作）
前庭（観測）

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

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

参加費用：材料費100円　定員：20名　
対象：小学校4～6年生とその保護者
申込：7月6日（月）～19日（日）往復ハガキ・
Eメール（定員を超えた場合は抽選）
参加費用：材料費2,800円
対象：小・中学生（小学生は保護者同伴）
定員：10名
申込：7月16日（木）～電話のみ、先着順
※雨天の場合、観測のみ8月9日(日)
　の同時刻に順延します。

参加費用：無料　対象：一般（先着
２０名限定）　申込：当日午前11時
までに受付に申込（雨天中止）

サマーナイトイベント
「宵まつり」

むきばんだ
史跡公園

むきばんだ史跡公園
電話：0859-37-4000
FAX：0859-37-4001

16時～21時8月2日（日） 参加費用：無料
申込：不要

夏の星を見る会 県立博物館
前庭19時～21時8月8日（土）

参加費用：無料
対象：小学生～一般（小学生は
保護者同伴）　申込：不要
※雨天の場合、8月9日(日)の
　同時刻に順延します。

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

夏休みの標本調べ相談室 県立博物館
会議室10時～17時8月16日（日）

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

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

アートシアター
藤城清治＆エリックカール作品
「クリスマスの鐘／マッチ売りの少女」
「はらぺこあおむし他」

県立博物館
講堂

①
10時～11時30分

②
14時～15時30分

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

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

アートシアター
東京藝大大学院生の修了作品集
｢GEIDAI ANIMATION⑤｣

県立博物館
講堂8月22日（土）

参加費用：無料
対象：高校生～一般
定員：250名　申込：不要

8月8日（土）
参加費用：無料　
対象：幼児～一般
定員：各回250名　申込：不要　

山陰海岸学習館
電話：0857-73-1445
FAX：0857-73-1446

野外観察会
海岸の石を調べてみよう！

岩美町立渚交流館
・大谷海岸（岩美町）10時～14時8月9日（日）

参加費用：無料　対象：小学生～
一般（小学生は保護者同伴）
定員：30名　申込：7月16日（木）～
電話のみ、先着順　

人権ひろば21“ふらっと”
夏休み特別企画 子どもが学ぶ人権学習子どもが学ぶ人権学習

鳥取県立人権ひろば21 　電話 0857（27）2010　FAX 0857（21）1714問合せ先

インターネット依存の中高生
全国に51万8千人（平成25年発表  厚生労働省の調査より）

　インターネットの利用を自分の気持ちで止めることのできない「ネット
依存」で体調を崩し、学校に行けなくなる青少年が増えています。
　お医者さんに相談するケースも増える一方とのことです。
　スマートフォンのゲームやネット上でのコミュニケーションにの
めり込み、布団の中でも手放せない人が増えています。

家庭でのルール作りなどを勉強したいという
保護者の皆さんに研修会等への講師を派遣します。

県教委社会教育課　　
HP：http://www.pref.tottori.lg.jp/shakaikyouiku/  
電話 0857(26)7520　FAX 0857(26)8175

携帯電話・スマートフォンで
インターネットを使う時間

（満10才から17才までの青少年  平日・1日平均）
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申込・問合せ先

インターネットの利用時間が
年々増えています

14時
～

15時50分

アートシアター
「ホドロフスキーのＤＵＮＥ｣

県立博物館
講堂8月29日（土）

参加費用：無料
対象：高校生～一般
定員：250名　申込：不要

14時
～

15時40分

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

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

8月23日（日）
参加費用：入館料（大学生以下は無料）
対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）
定員：なし　申込：不要

14時～15時

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

大山青年の家
①②とも
9時30分
～

翌日15時30分

9月12日（土）
～13日（日）

ファミリーキャンプ
（1泊2日）

参加費用：3,500円程度
対象：小中学生とその家族
定員：16家族（60名程度）
申込：8月27日（木）まで

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

船上山少年自然の
家とその周辺

12日  10時
～

13日  14時

①9月12日（土）
～13日（日）

②9月26日（土）
～27日（日）

はじめての冒険①②
（1泊2日）

参加費用：①②とも3,000円程度
対象：小学校1・2年生
定員：36名
申込：8月18日（火）必着

7月31日（金） もし、災害にあったら！？
時間：8時45分～16時
対象者：小学5・6年生　定員：10名
※筆記用具・昼食各自準備

8月5日（水） 買い物で世界を変えよう！
時間：9時～16時
対象者：小学3・4年生　定員：10名
※筆記用具・帽子・水筒・昼食各自準備

8月11日（火） ユニバーサルデザインを体験しよう！
時間：9時～12時
対象者：小学4～6年生　定員：10名
※筆記用具各自準備

8月2日（日） 戦後70年 戦争と平和を考える
時間：9時～12時
対象者：小学5・6年生(保護者同伴)・及び中学生
定員：10組　※筆記用具各自準備

鳥取県中部聴覚障がい者センター　電話 0858（27）2355　FAX 0858（27）2360
http://www.pref.tottori.lg.jp/224360.htm

問合せ先

時　　間：13時30分～15時
場　　所：県立福祉人材研修センター
申込期限：7月21日（火）

7月28日（火） 鳥取市

時　　間：19時～20時30分
場　　所：とりぎん文化会館
申込期限：7月28日（火）

8月4日（火） 鳥取市

時　　間：13時30分～15時
場　　所：岩美町中央公民館
申込期限：8月11日（火）

8月18日（火） 岩美町

時　　間：13時30分～15時
場　　所：ハワイアロハホール
申込期限：7月22日（水）

7月29日（水） 湯梨浜町

時　　間：13時30分～15時
場所：琴浦町生涯学習センターまなびタウンとうはく
申込期限：7月29日（水）

8月5日（水） 琴浦町

時　　間：19時～20時30分
場　　所：県立倉吉未来中心
申込期限：8月12日（水）

8月19日（水） 倉吉市

時　　間：13時30分～15時
場　　所：県立夢みなとタワー
申込期限：7月24日（金）

7月31日（金） 境港市

時　　間：13時30分～15時
場所：ヴィレステひえづ※旧日吉津村中央公民館
申込期限：7月31日（金）

8月7日（金） 日吉津村

時　　間：19時～20時30分
場　　所：米子コンベンションセンター
申込期限：8月14日（金）

8月21日（金） 米子市

　平成２８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。

平成２8年度
鳥取県育英奨学生を募集します

問合せ先
県教委人権教育課育英奨学室
電話 ０８５７（２９）７１４５  FAX ０８５７（２6）8176
http://www.pref.tottori.lg.jp/ikueishougaku/

問合せ先 県教委社会教育課生涯学習推進担当  電話 ０８５７（２6）７943  FAX ０８５７（２6）8175

対 象 校
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）

大学、短期大学、
専修学校（専門課程）

申込期限

ご理解
ください

９月３０日（水）必着 ８月31日（月）必着

募集要項 各中学校等で配布のほか、
ホームページにも掲載

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。

各高等学校等で配布のほか、
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

詳しくはお問い合わせください。

在学または出身の高等学
校等に所定の書類を提出

貸与月額

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

国公立 ４５，０００円

私　立 ５４，０００円

高等学校 等 大　学　等

対象：小学生、中学生、保護者（小学生は保護者同伴）
参加費用：無料　申込：要申込

参加費用：無料　申込：要申込…申込期限7月24日（金）

夏休み親子ミニ手話講座夏休み親子ミニ手話講座 手話ハンドブック（入門編）を持ってきてね！

　メジャーリーガー上原浩治投手が推薦する本のほか、学校図書館等にある本を読んで、
ポップにして応募してください。
　上原投手推薦の本を読んで最優秀作品に選ばれたら、上原投手に会いに行き、本を読むこ
との楽しさや本当の意味、大人になった未来の自分に読書がどのように影響するか、日々どん
な努力をしているか、直撃インタビューできます！会えるのは未来のあなたかもしれない？！

「鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン
（第３次計画）」に基づく子どもの読書
推進施策の一環として、読書離れの
傾向が見られる中学生が自ら本
を読み、その大切さや楽しさを
感じることを目的として
「中学生ポップコンテスト」
を行います。

平成27年7月30日（木）～9月30日（水）
詳しくは応募規定をご覧ください。 ＵＲＬ：http://www.pref.tottori.lg.jp/pop2015/

大募集！

区　分 対 象 の 本 最優秀賞選考数 副　　賞

上原浩治さん
推薦図書枠

８作品
程度

上原浩治さん面会＋
インタビュー

自由図書枠 学校図書館、市町村図書館、公民館または県立
図書館にある本（雑誌、コミックスは除きます）

１０作品
程度

図書カード＋
上原浩治さんサイン著書

募集期間

「魔球（まきゅう）」東野圭吾 著　「ボックス！」百田尚樹 著
「不変（ふへん）」上原浩治 著

ひがしの けい  ご ひゃく た なお  き

うえはら こう  じ

推薦図書以
外の

自由図書で
の募集も

しています。

本でつなぐわたしたちの未来プロジェクト２０１５

中学生
ポップコンテスト
～本を読んだら大人になってどうなるの？～

　古事記の神話「因幡の白
うさぎ」でケンカをしていた
サメとウサギが仲直りして
誕生しました。
　文化を通じて鳥取に集う
人達が仲良く交流する姿、
世界が平和に向かう姿がイメージできます。
　この他にも、各開催部門の部活動でがんばっ
ているウサメもいます。大会ホームページ等で
ぜひご覧ください。

鳥取湖陵高校３年
　　　石脇　優多さん作

いしわき　　ゆう  た

　この標語には、「心地よい海風が吹く鳥取砂丘があるこの鳥取から他の府県へ、そして
時を超えて未来の自分たちにも夢や希望を届けられるような文化祭にしたい」という
作者の思いが詰まっています。

　鳥取大会では近畿高等学校総合文化祭初となるまんが部門を開
催します。各府県からの代表作品の展示はもちろん、交流会やワーク
ショップを開催します。
　代表選考のため、「ふるさと」をテーマにした漫画（ストーリー、４
コマ）を募集するので、まんが好き、イラスト好きな高校生の皆さん
のたくさんの応募をお待ちしています。

https://www.pref.tottori.lg.jp/kinsoubun35/

大会マスコットキャラクター ウサメ

標語…鳥取東高校卒業生 小湯原茉穂さん作　　墨書…八頭高校３年 奥田　愛梨さん作

近畿高総文祭初！ まんが部門開催

　大会ホームページを開設しました。大会概要や各部門
の会場・日程や生徒実行委員会の活動状況などがご覧に
なれます。ぜひ一度アクセスしてください。

ホームページ
ＱＲコード

ホームページアドレス

こ　 ゆ  はら  ま   ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おく  だ　　 あい  り

＊1日に使う時間（1日何時間以内、何時以降は使わないなど）を決める
＊使っていい場所（保護者の見ているところで、外では使わないなど）を決める
＊ルール違反があったら使用を禁止する　など

無料
話し合いたい
ルールの例

ゲーム依存・ネット依存が
急増！

家庭でインターネットのルールを作って
守りながら使うことが大切です。
夏休みを前に、家庭でしっかり話し合いましょう。

　近畿高等学校総合文化祭は、近畿地区2府8県（鳥取・兵庫・大阪・徳島・
京都・奈良・滋賀・和歌山・三重・福井）の高校生等が日頃取り組んでいる
芸術文化活動の成果を発表し交流を深める大会です。
　ポスターなどの広報グッズもでき、仲間を迎える準備が進んでいます。

米子高校３年 足立　遥香さん作
あ だち　　　はる　か

問合せ先 県教委高等学校課　電話 0857（26）7917　FAX 0857（26）0408

共催：鳥取県書店商業組合、鳥取県図書館協会

（内閣府 青少年のインターネット
　　　　　利用環境実態調査より）

小学生：  83.3分
中学生：130.2分
高校生：185.1分

さらに、
携帯ゲーム機や
音楽プレーヤーも
含めると、

インターネット利用は、
長時間傾向（H26)


