
６つの柱

　昨年度ボランティア委員会は、この地域で長く続いている秋祭りへ初参加しました。当初は祭
りの準備をお手伝いするだけの予定でいましたが、花かごを担ぐ若者がいなかったことから、本
校の男子生徒に依頼があり、祭りそのものへのメイン参加となりました。当日は多くの観光客も
あり、この模様は、後日「今年は格別」という村人の感想を載せたタイトルで新聞紙上を飾りました。

　本校ボランティア委員会は、県の歴史的建造物群保存地区に指
定され、智頭町の観光名所として多くの観光客が訪れる板井原集
落を訪問しています。この集落には、かつて23軒がありました
が、今は年間を通じた在住者は２軒のみで、10名ほどの高齢の方
が、住まいである町の中心から集落に通い、家・田畑・山林を管
理されています。

　今後も地域で学ぶ高校生として、貴重な山村の生活文化を残すために、この地域で必要とされ、長く続く取組を考えていきます。
この活動を通して、住民の方に笑顔が見られ、それにより自分たちも確かな手応えを感じることができるからです。
詳細は本校HP板井原通信に掲載しています。
　　　　　　http://cmsweb1.torikyo.ed.jp/tizuno-h/modules/menu/main.php?page_id=106&op=change_page
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エキスパート教員認定制度とはどのような制度ですか？
優れた授業や教育実践に取り組んでいる先生方を「エキスパート教員」として認定し、授
業公開等でその指導技術を広め、子どもたちへの教育の充実に役立てていく制度です。
エキスパート教員は、どのように選ばれるのですか？
学校長（小中学校は市町村教育委員会教育長も）の推薦を受けた候補者から、選考委員
会（メンバーは、学校・保護者・教育委員会・学識経験者等の代表）を経て選ばれます。
エキスパート教員は何人いるのですか？　
小・中・高・特別支援学校で、全部で81人のエキスパート教員が認定され、活動しています。

松下　裕之（美和小：鳥取市） 算数・理科
山口　尚子（世紀小：鳥取市） 学級経営
野澤　真紀（岩美南小：岩美町） 図画工作
佐藤　秀樹（智頭小：智頭町） 算数・小学校外国語活動
岡　　佳子（明倫小：倉吉市） 図画工作
谷田　孝之（尚徳小：米子市） 理科
梶原智恵子（日吉津小：日吉津村） 図画工作

佐々木　努（県立鳥取西高） 理科（化学）
永江　靖幸（県立米子西高） 芸術（美術）
山道　俊哉（県立米子工業高） 工業（建築）
木村三三男（県立日野高） 農業
野村　裕司（県立日野高） 商業

倉田利江子（県立白兎養護） 生活単元学習

河本　俊顕（高草中：鳥取市） 美術
河中　俊文（湖東中：鳥取市） 英語
大西　勝人（福部中：鳥取市） 社会
吉田祐一郎（河原中：鳥取市） 理科
中村　　満（中央中：八頭町） 英語
尾西　　寛（東中：倉吉市） 技術
小谷　　孝（河北中：倉吉市） 理科
米原　真吾（尚徳中：米子市） 音楽
林原　和彦（第一中：境港市） 社会
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生徒の感想
準備、本番と活動は大変でしたが、多くの人達に見て喜んでもらえてうれし
かったです。自分たちの関わりで板井原が広く知られるといいです。

県教委教育総務課  電話 0857（26）7926問合せ先

　子どもたちの望ましい生活習慣の定着を図るため、平
成25年度も啓発活動を実施していきます。子どもたち
が家庭・学校・地域で心もからだもいきいきと生活して
いくため、お子様と一緒に生活習慣を見直したり、家族
間の約束・ルールなどの話をしてみてはどうでしょうか。

　県内の児童・生徒が作成した「いきいきキャンペーン」の４コマま
んが優秀作品を、平成２５年度の夢ひろばで、連載します。
お楽しみに♪

明徳小６年  堀田風歌さん

　４月から県内小学校の学校給食用牛乳
パックと市販の大山乳業協同組合の１リ
ットル牛乳パックに、５月からは県内中
学校の学校給食用牛乳パックにいきいき
キャンペーンのロゴマーク等が一定期間
印刷されます。

６月は強調月間です！！

　いきいきキャンペーンサポーターとして登録して
いただいた方に対して、県教育委員会の取組、イベン
ト情報を毎月１回メールマガジンで配信しています。
多くの皆様のご登録をお待ちしています。
（登録はこちらから）　
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=115317

ほり   た    ふう   か

はじめよう！
明日につながる生活リズム

❶　しっかり朝食を食べよう
❷　じっくり本を読もう
❸　外で元気に遊ぼう
❹　たっぷり寝よう
❺　長時間テレビを見るのはやめよう
❻　服装を整えよう

最優秀賞
※作者の学年は、応募時の学校・学年です

●４コマまんがを読みながら、生活習慣を考えませんか★

●あなたは、見つけられるかな？？

●いきいきキャンペーンサポーター（メルマガ読者）にご登録を！

県教委小中学校課　電話 0857（26）7512問合せ先

県立智頭農林高等学校　電話 0858（75）0655問合せ先
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シリーズ　プロ（文化財主事）が教える文化遺産の

「教科書には書かれていない
      歴史とナゾ　～出前講演への誘い～」

ツボ！
第8回
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県教委文化財課    電話 0857（26）7934

問合せ先

鳥取県の文化財情報HP（とっとり文化財ナビ）

　百人一首に親しんでいる人なら、この歌をご存じでしょう。
　この作者、在原行平は平安時代初め（今から約1,200年前）頃の人で、斉衡２年（855年）に
京都から因幡国府（今でいえば県庁に相当するところ）に役人としてやってきて、２年ほどを鳥
取の地で過ごしました。冒頭の歌は都から鳥取に向かうときによまれたもので、都を離れ、遠い
地方に行くさびしい気持ちをうたっています。しかし、鳥取になじみの深いこの歌のことは知っ
ていても、歴史の教科書に出てこないため、その作者のことを知る人はきっと少ないのでしょう。
　在原行平は鳥取から京都に戻った後、さまざまな役職をつとめ75歳で亡くなっていますが、
この人の墓と伝わっているところが国府を見おろす鳥取市岩倉の稲葉山上にあるのをご存じ
でしょうか？　それは高さ１ｍ、幅10ｍほどの小さな山（写真１）で、頂上には大きな木が生え、そ
の根元に宝篋印塔と呼ばれる石造物がのっています。ここが「在原行平の墓」であることは古く
江戸時代に書かれた『因幡誌』という書物にもでていて（写真2）、かなり昔からこの地域の人々が
そのように考えていたことがわかります。ただ、石造物は平安時代からはるかに後の室町時代
（今から約450～600年前）、この小山は今から1,500～1,600年くらい前の古墳と考えら
れ、在原行平とは時代があわないものばかりです。では、本当にここは在原行平の墓なのか、そ
もそも京都で亡くなった在原行平の墓がなぜ鳥取にあるのか？　と考えていくと、なんだか推
理小説のようになってきましたね。
　歴史というと、教科書に書いてあることが間違いのない事実であると思っている人が多いか
もしれません。しかし、実際にわかっていることはとても少なく、そのためいろいろな資料を調
べ、ひとつひとつ積み重ねていくことで事実に迫る…、ますます犯人を捜す刑事のようですが、
まさに歴史とは、こうした作業によってつくりあげられるものなのです。

　このような、教科書にのっていないことを、
私たち文化財の専門家（プロ）がみなさん
のところへ出向きお話しする「出前講座」を
しています。私たちの話しを聞き、ぜひ歴史
を知ってワクワクしてください。きっと、思
わず家族や友達に話して自慢したくなるよ
うなことが満載です！！

立ち別れ  いなばの山の峰におふる  まつとし聞かば  今帰り来む

さて問題。
行平の弟も歌の
名人なんじゃが、

その名前と、百人一首に
選ばれている有名な歌が

わかるかな？

答え　　在原業平「ちはやぶる　神代もきかず竜田川　からくれないに水くくるとは」

　　　　　　　　　　　    ありわらのゆきひら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 さいこう　

　　                    いなば  こく  ふ

                      　　 ほうきょういんとう

問合せ先 県教委教育センター教育相談課
鳥取市湖山町北５丁目201番地
電話 0857（28）2322

教育センターによる
各種教育相談

学校生活の悩みごと（集団生活、学習、発達や行動、
就学など）について、お気軽にご相談ください。
● 電話相談
　月～土  8：30～17：15
　電話  0857（31）3956
● 来所相談
　月～土  9：00～17：00（事前予約必要）
　電話  0857（31）3956
● メール相談
　24時間  soudan@kyoiku-c.torikyo.ed.jp
● LD(発達障がい)ホットライン
　月～土  8：30～17：15
　電話  0857（28）9882

教育委員会事務局による
相談窓口

● 教育相談電話
　月～金  8：30～17：15
　高等学校教育　電話  0857（26）7540
　小中学校教育　電話  0857（26）7930
　教育行政・一般　電話  0857（26）7506
● 子育てホットライン
　電話相談　月～金　10：00～17：00
　　　　　　電話  0857（36）1154
　メール相談　24時間
　tel.kosodate@pref.tottori.jp問合せ先 県教委いじめ・不登校総合対策センター

鳥取市湖山町北５丁目201番地
電話 0857（28）2362

いじめ・不登校総合対策センター
による相談窓口

いじめ・不登校に関する相談を受け付けてい
ます。

● 来所相談
　月～金  9：00～17：00
　（事前予約必要）
　電話  0857（28）2362
 
● いじめ110番
　24時間　電話  0857（28）8718
 
● いじめ相談専用メール
　24時間  ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp

ありわらのなりひら

http://db.pref.tottori.jp/bunkazainavi.nsf/
               　　　　　　　　　　　　　index.htm
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スクールカウンセラーを
公立の中学校・高等学校に
配置し、子どもや保護者な
どへの助言・支援を行って
います。（詳しくは、各学校
にお問合せください。）

県教育委員会の相談窓口
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俳人（自由律俳句）。代表作に「咳をしても一人」「入れも
のが無い両手で受ける」など。
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きょう　ど

現在

在原行平 生没年
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