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2005 第17回全国生涯学習フェスティバル
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2002 全学校週５日制スタート

2001~2003 県立学校再編

2006 第19回全国スポーツ・

レクリエーション祭

～スポレク鳥取2006～開催

2007 全国学力・学習状況

調査スタート

2019

県内公立学校耐震化率

100％達成

2012 少人数学級の全面実施

2016 全国高等学校総合体育大会2016

情熱疾走中国総体開催

教育だより「とっとり夢ひろば」は今回号で発刊か

ら第１００号を迎えることができました。

これもひとえに皆様方からのご支援によるものと

心から感謝申し上げます。

鳥取県教育委員会では、子どもたちに夢や希望を

という思いを込めて「とっとり夢ひろば」という名

称で、平成１２年７月から発行し続けてきました。

これからも学校・家庭・地域をつなぐ広報紙とし

て、鳥取県の教育施策、学校での特色ある取

組、ご家庭で取り組んでいただきたいこと、各

種行事の紹介等を掲載し、子どもたちの明るく

元気な姿や、学校での活動などをわかりやすくお

伝えできるよう情報発信していきますので、今後

ともよろしくお願いします。
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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４4，０００円(予定)

清和寮(女子寮)
ＪＲ山手線　目白駅徒歩１２分

寮費：月額４９，7００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。

問合せ先  (公財)鳥取県育英会(県教委人権教育課内)　

 電話 ０８５７（２６）８３７５　http://www.tottori-ryo.or.jp/

申込
資格

申込
締切

申込
方法

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。

令和3年

１月29日(金)
※先着順ではありません。

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。

●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す。

●食事がとてもおいしいです。

寮生の声

令和3年度 鳥取県学生寮(東京)入寮生募集

女子寮玄関にて

幼児 0% 小学生 5%

中学生
8%

15-19歳
4%

20代
9%30代

7%

40代
7%

50代
8%

60-64歳
7%

高齢者
27%

高学生
18%

鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について

県内から県内外の青少年に、児童ポルノ等の提供を求める行為は

規制の対象です。また、県外から県内の青少年に児童ポルノ等の

提供を求める行為も規制の対象です。

青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を条例で禁止

改正のポイント

☆自画撮りの被害者にも加害者にもならないで！！

☆相手が誰であっても下着姿やハダカの写真を

送ってはダメ！送ら
せてもダメ！
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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。

問合せ先
・
送り先

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
お電話等でお問合せください。  東部会場　  中部会場　  西部会場
※新型コロナウイルス感染症の影響で、事業の日程、内容など変更になることがあります。

イベント名 開催期間 時間 場所 問い合わせ先 その他

美
術

企画展
「シリーズ ミュージアムとの
創造的対話03 何が価値を創
造するのか？」

11月28日（土）～
12月27日(日)

休館日：
12月14日（月）

9:00～17:00
鳥取県立博物館、
倉吉サテライト
会場

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

観覧料：一般／600円(20名以上の団
体・大学生・70歳以上／400円)
※倉吉サテライト会場は無料
※次の方は無料…高校生以下、学校
教育活動での引率者、障がいのある
方、難病患者の方、要介護者等及び
その介護者 

関連イベントも開催されます。詳しく
はHPでご確認ください。

生誕100年記念
「杵島隆 ―不滅のパイオニア
精神（スピリット）」後期

12月9日（水）～
1月31日（日）

休館日：
12月14日（月）

9:00～17:00 鳥取県立博物館

観覧料：一般／180円(20名以上の団体
150円)
※次の方は無料…大学生以下、70歳
以上、学校教育活動での引率者、障
がいのある方、難病患者の方、要介
護者等及びその介護者

関連イベントも開催されます。
詳しくはHPでご確認ください。

人
文

《民俗講座》
鳥取県の民話を聞く会

12月20日(日) 14:00～15：00 鳥取県立博物館

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

参加費用：常設展示観覧料
申込：不要　対象：小学生～一般（小
学生は保護者同伴）

《歴史講座》
古代の鏡を観察してみよう

1月24日(日)

(午前の部)
10：30～12：00
(午後の部)
14：00～15：30

鳥取県立博物館

参加費用:常設展示観覧料
申込:1月7日(木)～、電話のみで受付
対象：小学校高学年以上(小学生は保
護者同伴)　 定員：各回8名

※この他にも歴史講座は多数開催されています。

詳しくはHPで
ご確認ください。

イベント名 開催期間 時間 場所 問い合わせ先 その他

船上山ウィンターフェスティバル
2月6日（土）～
7日（日）
1泊2日

（6日）10:00～
（7日）14:30

鳥取県立船上山
少年自然の家

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

参加費用：3300円程度
申込期間：1月14日（木）～28日（木）
17:00必着
対象：小中学生とその家族　
定員：16家族

船上山スクール体験入学 2月28日（日） 10:00～14:30

参加費用：800円程度
申込期間：1月28日（木）～2月11日（木）
17:00必着
対象：年長園児とその家族
定員：20家族

ちっちゃい探検隊

3月6日（土）・

7日（日）

各日日帰り

10:00～15:00

参加費用：900円程度
申込期間：2月4日（木）～18日（木）
17:00必着
対象：小学1～3年生　
定員：24名

春のピザ祭り 3月14日（日） 10:15～14:30

参加費用：1組2400円＋1人150円（保険料）
申込期限：2月11日（木）～25日（木）
17:00必着
対象：小中学生とその保護者　
定員：16組

ファミリーエンジョイスキー

1月23日（土）・

24日（日）

各日日帰り

A　８：３０～１５：３０

B　９：００～１６：００

C　９：３０～１６：３０

鳥取県立大山
青年の家

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

参加費用：１０００円
申込：開催日の約1か月前からHP等
でご案内します
対象：小学１～3年生とその保護者
定員：各日80名

だいせんキャンプ 2月4日（木） ９：００～１５：３０

鳥取県立大山
青年の家、
大山ホワイト
リゾート

参加費用:小学生２０００円程度
中学生２５００円程度
申込:開催日の約1か月前からHP等
でご案内します
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

スキーハイキング 2月13日（土） ９：００～１６：３０

鳥取県立大山
青年の家

参加費用:1000円程度
申込:開催日の約1か月前からHP等
でご案内します
対象：小学3年生以上とその家族・団体
定員：50名

満天の星を見よう会 3月13日（土） １６：３０～２０：５０

参加費用：１０００円程度
申込：開催日の約1か月前からHP等
でご案内します
対象：小学生とその保護者
定員：30名

話題と情報掲示板 トピックコーナー

自転車に乗る時は『ヘルメット』の着用を！自転車に乗る時は『ヘルメット』の着用を！

ヘルメット非着用ヘルメット非着用
致死率致死率

２．４倍！！２．４倍！！

　「鳥取県支え愛交通安全条例」（Ｈ28.10施行）では、子どもの自転車ヘルメット

着用は、保護者の努力義務として規定しています。

　自らの安全を守るため、自転車に乗るときは、子どもも大人もヘルメットをかぶ

りましょう。それが家族の安心につながります。
〈鳥取県の状況〉
自転車事故による死傷者数１６６６人(平成22年度～令和元年度)

～習慣づけが自らの安全と家族の安心につながります～

子どもも、大人も子どもも、大人も

問合せ先  県教育委員会体育保健課
 電話 ０８５７（２６）７９２３

 FAX ０８５７（２６）７５４２

高校生
多発！

問合せ先  県教育委員会高等学校課　

 電話 ０８５７（２６）7917　FAX ０８５７（２６）0408

鳥取県  自画撮り

〒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

バックナンバーはホームページでご覧いただけます。　
https://www.pref.tottori.lg.jp/yumehiroba

台
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て
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台紙として使ってね


