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すてきな本との出会い　図書館に行ってみませんか
熱中症を予防しよう！！・ PM2.5とは？
平成25年度 第１回高校生マナーアップさわやか運動
ケータイ（スマホ）・インターネット事情
この夏、山陰海岸ジオパークをもっと楽しもう！
ようこそ人と自然が出会う場所、自然・発見・感動のフィールドへ！
特別支援教育の充実「支援をつなぐ」
平成26年度鳥取県育英奨学生を募集します
第14回 鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭
シリーズ　県立高校の取組 （県立倉吉農業高等学校）

シリーズ　鳥取県のエキスパート教員
シリーズ　プロ（文化財主事）が教える文化遺産のツボ！
　第9回「オオサンショウウオあらわる！？」
＜子ども県政コーナー＞
山陰海岸国立公園指定50周年！・「三徳山」って知ってる？
＜トピックコーナー＞
　●シリーズ　こどもたちの食育NOW
　●心とからだいきいきキャンペーン
　●お知らせ・イベントコーナー
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問合せ先 鳥取県立図書館　電話 0857（26）8155

夢を育む絵本、好奇心を引き出す科学の本、将来を考えるきっかけになる本など、
図書館には様々な本との出会いがあります。みなさんも図書館に行ってみませんか。

　最近、お父さんが子どもと図
書館に多く訪れるようになりま
した。
　読み聞かせを通して、しっか
り子どもと向きあう大切な時間
を過ごしています。

すてきな本との出会い
図書館に行ってみませんか
すてきな本すてきな本との出会い
図書館に行ってみませんか
すてきな本
図書館
すてきな本
図書館

　この夏！県内全ての公共図書館が協力して、「ふるさと鳥取クイズ」を実施し
ます。図書館が用意するクイズ５問に正解すると、抽選で素敵な景品が当たりま
す。家族みなさんで一緒に、楽しみながら鳥取県の魅力を発見してみませんか？

　　　　  ７月６日土～９月１日日
　　　　  県立図書館、県内市町立図書館及び日吉津村中央公民館

『図書館に行こう！！鳥取を知ろう！！キャンペーン』
～図書館で、鳥取県に関するクイズに答えよう！～

　「将来、何になろうか」「自分って何
だろう」など、思春期には悩みがつき
もの。スポーツ、文化、歴史、科学、福
祉、国際交流、仕事など。図書館の
様々な分野の本との出会いは夢を広
げかなえてく
れます。

　今年度、子どもの読書活動優
秀実践校で文部科学大臣表彰を
受賞した鳥取市立青谷小学校で
は、図書館を活用した授業づく
りに取り組んでいます。学校図
書館にもたくさんの子どもたち
が訪れています。

　鳥取県立図書館２階郷土資料室に７月５日オープ
ンします。鳥取県の自然・歴史・文学・人物・まんがな
ど、鳥取県の優れた情報がいっぱいです。
　県立図書館の本はホームページで調べ、２日以内
に市町村図書館に届けることもできます！

　図書館には自由研究に役立つ本が
いっぱい！！夏休みは近くの図書館
に行ってみよう♪

「ふるさと鳥取コーナー」オープン！

期 間
場 所

お父さんといっしょ　　　 
（大山町立図書館）　　　

　青谷小学校図書館の　朝の風景

子どもたちは本が大好き！

夏
休み

は図書館で

イクメンパパにも人気です！
～本を通した親子のコミュニケーション～

青少年コーナー
鳥取県立図書館の

高校生どうしで本の紹介
（倉吉西高）

中高生と本との出会い……『図書館』が夢をかなえる
お父さんお母さんが
感動した本を子どもに
話してみませんか！

8

話題と情報の掲示板

　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。

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

家庭科や学級活動などで「食」をテーマにティーム
ティーチングを実施。

こどもたちの

食 育
NOWNOW

栄養教諭と担任が連携した学習

学年毎に指導の内容を示した食に関する指導の年間計
画を作成し、栄養教諭が給食時間に各学級を訪問指導。

給食時間の訪問指導

３年生…かまぼこ作りの体験や赤碕漁港、琴浦町野菜会に
ついて学習したことを学習発表会で全校発表。

４年生…梨の栽培体験（交配、摘果、袋かけ、収穫、選果場見学など）
５年生…米作り体験（田植え、稲刈り、稲こき、もちつきなど）

地域の特性を生かした食育の体験活動

栄養教諭を中心にした食育の
取組例を紹介します。

　私は学校でノーメディア運動に取り組んでい
ます。また、心とからだの成長のためにも約束
ごとを決め、上手にテレビとつきあっていきた
いと思い、テレビを題材にした４コマまんがを
作成しました。

問合せ先 県教委スポーツ健康教育課　電話 0857（26）7528

学習発表会（3年生）

作り方

給食時間の指導

平成24年に募集した
４コマまんが　　　　　　　

作成者
米子市立和田小学校　６年

⻆　和香（すみ　のどか）さん

問合せ先

県教委教育総務課　電話 0857（26）7928

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

　　　　　　　　　　　　ちょうしょく           た

 　　　　　　　　　　　　ほん　          よ

 そと　　　　げん    き　           あそ

                                       ね

ちょう  じ   かん　                               み

 ふく   そう　       ととの

６つの柱
１

２

３

４

５

６

（琴浦町立浦安小学校の取組）

3年生が、琴浦町のよいところや食の大切さを全校に発表

栄養教諭が給食時間に指導

～夏の給食メニューから～

《アゴのらっきょう南蛮（４人分）》

学校給食レストラン

アゴ（飛魚）の切り身…４切れ
片栗粉…………………適量
揚げ油…………………適量
らっきょう（甘酢漬け）…15ｇ
砂糖……………………大さじ１
濃口醤油………………小さじ２
酢………………………大さじ１
水………………………少々

※

①アゴは、片栗粉をつけて油で揚げる。
②らっきょうはみじん切りにして、※の調味料
と一緒にさっと煮立たせる。
③揚げたアゴに、②のたれをかけて完成。

アゴは地元で
獲れる魚だね。

おいしいね。

はじめよう！
明日につながる生活リズム

開催期間 イベント名 時　間 場　　所 問合せ先 その他 開催期間 イベント名 時　間 場　　所 問合せ先 その他

8月3日（土）
（作品募集期間）
7月1日～
8月31日

参加無料
申込：不要

申込期限：
8月31日

鳥取県埋蔵文化財センター
0857-27-6711

県子育て応援課
0857-26-7868 鳥取県埋蔵文化財センター10時～15時埋蔵文化財センター

古代まつり第4回子育て川柳コンテスト

8月4日（日）7月20日（土）
参加無料
申込期限：
7月12日

参加無料
申込期限：7月10日
※郵送又はファクシミリ

㈱SC鳥取東部事務所
0857-30-3033

産業人材育成センター
米子校
0859-24-0372

とりぎんバードスタ
ジアム

産業人材育成
センター米子校
（米子市夜見町）

16時
～

16時50分

10時
～

15時30分
ブラインドサッカー
体験スクール

産業人材育成センター
米子校オープンキャンパス

8月4日（日）7月22日（月）
参加費用：200円
定員：30名
申込開始：7月21日～

参加無料
申込期限：7月12日
※郵送又はファクシミリ

山陰海岸学習館
0857-73-1445

産業人材育成センター
倉吉校
0858-26-2247

岩美町立渚交流館
　　　　　（岩美町牧谷）
大谷海岸（岩美郡岩美町）

産業人材育成
センター倉吉校
（倉吉市福庭町）

10時～14時10時～15時 〔野外観察会〕
大谷海岸の石を調べてみよう！

産業人材育成センター
倉吉校オープンキャンパス

8月6日（火）
　11日（日）7月24日（水）

参加費用：
15000円程度
申込期限：7月22日

参加費用：1000円（保
険料、昼食代含む）
申込期間：6月24日～
7月12日

船上山少年自然の家
0858-55-7111

むきばんだ史跡公園
0859-37-4000

中浜小学校～船上山
少年自然の家

むきばんだ史跡公園、
上淀白鳳の丘展示館、
赤松の池

5泊6日9時～17時 キッズアドベンチャーむきばんだ古代と自然探検隊①
「カヌー体験」

8月9日（金）7月26日（金）
   ～28日（日）

参加費用：1000円
（保険料、昼食代含む）
申込期間：7月8日
～7月26日

参加無料
申込：不要

むきばんだ史跡公園
0859-37-4000

鳥取県埋蔵文化財センター
0857-27-6711 青谷上寺地遺跡展示館パープルタウン

（倉吉市） 9時～17時10時～20時 むきばんだ古代と自然探検隊②
「貝輪づくり」

来て!見て!!さわって!!!
とっとり発掘速報展

8月10日（土）
7月27日（土）、
     28日（日）
  （2日間）

参加費用：材料費
3000円程度
申込開始：7月25日～

参加無料
申込期間：7月12
日～22日

鳥取県立博物館
学芸課普及担当
0857-26-8044

公文書館
0857-26-8160

県立博物館
会議室・前庭公文書館

製作
14時～16時
観測

19時～21時
9時～17時 〔自然講座〕

自作天体望遠鏡で星を見よう！
こちら
「夏休み自由研究」協力隊

8月10日（土）7月27日（土） 参加無料
申込：不要

参加無料
申込：不要

鳥取県立博物館
学芸課自然担当
0857-26-8044

鳥取県立博物館
美術振興課
0857-26-8045

県立博物館
前庭

県立博物館
講堂 19時～21時

14時
～

15時40分
〔天体観望会〕
夏の星を見る会

〔アートシアター〕
ピリペンコさんの手づくり潜水艦

8月18日（日）7月27日（土） 参加無料
申込：不要

参加無料
申込期限：定員（100
名）に達するまで

鳥取県立博物館
学芸課自然担当
0857-26-8044

鳥取県埋蔵文化財センター
青谷調査室
0857-85-5011

県立博物館
会議室

鳥取市青谷町総合支
所多目的ホール 10時～17時

13時30分
～
15時

〔自然講座〕
夏休みの標本調べ相談会

国史跡青谷上寺地遺跡
土曜講座（第2回）
「琴浦町の弥生時代遺跡」

8月18日（日）7月28日（日） 参加費用：入館料
申込：不要

参加無料
申込：不要

鳥取県立博物館
学芸課人文担当
0857-26-8044

鳥取県立博物館
学芸課自然担当
0857-26-8044

県立博物館
歴史・民俗展示室

県立博物館
講堂 14時～15時

13時30分
～
15時

〔民俗講座〕
鳥取県の民話を聞く会
̶猿の登場する民話̶

〔演奏会〕【企画展関連】
アフリカンミュージックコンサート

8月24日（土）7月30日（火） 参加無料
申込開始：8月8日～

参加無料
申込期限：7月24日

鳥取県立博物館
学芸課自然担当
0857-26-8044

鳥取県人権ひろば21
0857-27-2010

とっとり出合いの森
（鳥取市桂見）

鳥取県立人権ひろば
21「ふらっと」 10時～12時9時～16時

〔野外観察会〕
トンボをとろう！
 In 出合いの森

子どもが学ぶ人権学習
「地球を守ろう」
～世界の環境問題と人権～

8月24日（土）7月30日（火）
        31日（水）

参加無料
申込：不要

参加費用：
3000円程度
申込期限：7月15日

鳥取県立博物館
美術振興課
0857-26-8045

船上山少年自然の家
0858-55-7111 県立博物館　講堂船上山少年自然の家

とその周辺
14時
～

14時40分
1泊2日

〔アートシアター〕
【アンコール上映】
エリックカールコレクション

English  camp  in 
Mt  Senjyo

8月31日（土）
9月1日（日）8月1日（木）

参加費用：
3000円程度
申込期限：8月16日

参加費用：150円
申込期間：7月1日
～7月19日

船上山少年自然の家
0858-55-7111

むきばんだ史跡公園
0859-37-4000

船上山少年自然の家
とその周辺むきばんだ史跡公園 1泊2日13時～16時 ファミリーキャンプむきばんだ弥生の森講座③

「昆虫採集」

9月6日（金）
   ～8日（日）8月2日（金） 参加無料

申込：不要
参加無料
申込期限：7月27日

鳥取県埋蔵文化財センター
0857-27-6711

鳥取県人権ひろば21
0857-27-2010

イオン日吉津店
（日吉津村）

鳥取県立人権ひろば
21「ふらっと」 9時～21時9時～16時 来て!見て!!さわって!!!

とっとり発掘速報展
子どもが学ぶ人権学習
「知ってる？ユニバーサルデザイン！！」

9月28日（土）8月3日（土）
参加無料（資料代（価
格未定）が必要です。）
申込期間：
８月下旬～９月20日

参加無料
申込開始：7月20日～

鳥取県埋蔵文化財センター
青谷調査室「フォーラム担当」
0857-85-5011

鳥取県立博物館
美術振興課
0857-26-8045

とりぎん文化会館
第１会議室

県立博物館
会議室 13時～17時

午前の部
10時～12時
午後の部
14時～16時

青谷上寺地遺跡フォーラム2013
「日本海を行き交う弥生の宝石
～青谷上寺地遺跡の交流をさぐる～」

〔ワークショップ〕
アニメーションづくりに挑戦！
【2回実施】


