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　●みんなで防ごう！感染症
　●こんにちは、公立鳥取環境大学です！
　●平成30年度 鳥取県学生寮（東京）入寮生募集
　●お知らせ・イベントコーナー

問合せ先
・
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

よりよい紙面づくりのために
ご意見をお寄せください。

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。

いじめ・不登校
総合対策センター
電話：0857-28-2362
FAX：0857-31-3958
鳥取県立博物館
美術振興課
電話：0857-26-8045
FAX：0857-26-8041

問合せ先
県教育委員会体育保健課
電話 0857（26）7527
FAX 0857（26）7542

公立鳥取環境大学
電話 0857（38）6720  FAX 0857（38）6709 問合せ先

（公財）鳥取県育英会（県教委育英奨学室内）
電話 0857（26）８３７５　http：//www.tottori-ryo.or.jp/

12月10日（日）

12月16日（土）
《ギャラリートーク》
美術部門テーマ展Ⅲ
「とっとり美術散歩Ⅰ」写真・版画編
（会期：11月23日～12月24日）

鳥取県立博物館　
展示室

鳥取県立
生涯学習センター
（県民ふれあい会館）

鳥取県立博物館
学芸課
電話：0857-26-8044
FAX：0857-26-8041
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とっとり

contents

13:30～16:00

14:00～15:00

参加費用：無料
申込：不要
対象：小学生～一般

参加費用：常設展示観覧料
申込：不要
対象：高校生～一般
定員：なし

1月6日（土）
2018年《ギャラリートーク》

美術部門テーマ展Ⅳ
「とっとり美術散歩Ⅱ」日本画・書・工芸編
（会期：11月23日～1月8日）

鳥取県立博物館　
展示室14:00～15:00

参加費用：常設展示観覧料
申込：不要
対象：高校生～一般
定員：なし

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

12月23日（土）
《企画展関連アートシアター》
「ウィリアム・エグルストン
 カラー写真をアートに高めた男」（26分）

鳥取県立博物館　
講堂

参加費用：無料
申込：不要
対象：高校生～一般
定員：250名

12月17日（日）《民俗講座》
鳥取県の民話を聞く会

鳥取県立博物館
歴史・民俗展示室
復元民家コーナー

14:00～15:00
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）
定員：約40名

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

1月14日（日）
《民俗講座》
むかしのあそびをしよう！
（たこあげ※雨天時はこま回しなど）

鳥取県立博物館
会議室10:00～12:00

参加費用：無料
申込：1月4日（木）～、電話のみ
対象：幼児とその保護者
定員：10名

こども未来フォーラム

【日帰りコース】
2月3日（土）
【1泊2日コース】
2月3日㈯
  ～4日㈰

【日帰りコース】
9:00～17:00
【1泊2日コース】
（3日）10:30～
（4日）～14:00

①
11:00～11：30

②
14:00～14：30

1泊2日

1泊2日

1泊2日

日帰り

日帰り

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

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

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

県立
大山青年の家
大山スキー場

県立
大山青年の家
周辺

だいせんキャンプ・冬

ウィンターフェスティバル

歩くスキーのつどい

（31日）
　13:00～
（1日）
   ～15:30

（10日）9:30～
（11日）～15:00

1月31日（水）
〜

2月1日（木）

1泊2日

県立
大山青年の家
香取周辺

いきいき先生体験会・冬 （11日）13:00～
（12日）～9:00

2月11日（日）
〜

12日（月）

2月10日（土）
〜

11日（日）

参加費用：1人1,000円程度
申込期限：12月15日（金）17時必着
対象：小学校1～3年生の親子
定員：両日とも100人

参加費用：1人4,000円程度
申込期間：1月11日（木）～
1月26日（金）17時必着
対象：教員、保育士、教育関係者
定員：30人

県立大山青年の家
1月20日（土）

・
21日（日）

8:30～16:30

9:30～16:00

親子エンジョイスキー

参加費用：小学生1人3,300円
中学生1人3,800円
申込期間：1月10日（水）～
1月16日（火）17時必着
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
参加費用：
【日帰りコース】1人1,100円程度
【1泊2日コース】1人5,200円程度
申込期間：1月6日（土）～
1月19日（金）17時必着
対象 【日帰りコース】
   小学3年生以上の親子、成人
 【1泊2日コース】成人
定員 【日帰りコース】50人
 【1泊2日コース】50人

参加費用：1人150円程度
申込期間：12月21日（木）～
1月11日（木）17時必着
対象：小学4年生～6年生
定員：50名

参加費用：1人3,500円程度
申込期間：1月11日（木）～
1月25日（木）17時必着
対象：小･中学生とその家族
定員：１６家族（６０名程度）

県立船上山
少年自然の家
及びその周辺

県立船上山
少年自然の家
及びその周辺

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

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

1月27日（土）雪遊び企画

平成29年度 全国学力・学習状況調査結果･･････････････････････････････････1～2
平成29年度 鳥取県体力・運動能力調査の結果･････････････････････････････････ 2
小学校の外国語（英語）教育が変わります･･･････････････････････････････････････ 3
鳥取発！スポーツでつながる共生社会充実事業 ･････････････････････････････････ 3
中学生ポップコンテスト優秀作品決定！！･････････････････････････････････････････ 3
喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育について･････････････････････････････････････････ 4
1月24日～30日は「全国学校給食週間」です ･･･････････････････････････････････ 4
【シリーズ】市町村教育委員会の取組紹介（岩美町・若桜町）････････････････････ 4
【シリーズ】県立高校の取組（八頭高等学校）････････････････････････････････････ 5

みんなで防ごう！ これからの季節、インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症の流行が考えられます。
「かからない・うつさない・広げない」を合言葉に、一人一人が意識して、感染症の
拡大防止に努めましょう。
各家庭及び園・学校では、児童生徒の健康状態について、
丁寧な健康観察を引き続きお願いします。

● 普段から、栄養と睡眠を十分にとり、体の抵抗力を高めましょう。
● 咳エチケットを心がけましょう。
➡マスクをせずに咳やくしゃみをすると、ウイルスが２ｍ程度飛ぶと言われています。
　・咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえる。
　・マスクは、使い捨てができる不織布製マスクがおすすめです。
● 帰宅後や食事前にはうがい・手洗いを心がけましょう。
　➡口や手に付着しているウイルスや細菌を洗い流します。
　➡手洗いは、手のひらだけでなく、手の甲、指やつめの間、手首までしっかり洗いましょう。
● 早めのワクチン接種をおすすめします。
　・ワクチンは感染を１００％防ぐことは難しいですが、重症化を防ぐ効果があります。
　・予防接種の効果が出るのに２週間程度かかるので、接種を希望する場合は早目に接種しましょう。
● 感染の疑いがあれば、早めに医療機関を受診しましょう。

● 代表的なものは「ノロウイルス」や「ロタウイルス」です。
● トイレの後、調理時、食事前には必ず手を洗いましょう。
● ノロウイルスの消毒で、効果があるのは、 
　⇒次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）　⇒加熱（８５度以上の熱湯で１分以上）
　⇒アルコールや逆性石けんは効果が少ない。

　地域の皆さんや学生たちが集まる拠点と
して、鳥取市にまちなかキャンパスを設置し
ています。ここでは、定期的に英語村が開か
れたり、大学生による中･高校生への学習
支援「環大スタディ」が行われています。
　また、米子市にある西部サテライトキャン
パスでも、たびたび、英語村や公開講座が
開催されています。

検索公立鳥取環境大学

平成 30年度
鳥取県学生寮(東京)入寮生募集

小田急小田原線  成城学園前駅徒歩７分
寮費：月額４３,０００円（予定）

ＪＲ山手線　目白駅徒歩１２分
寮費：月額４９,０００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。

インフルエンザ
感染性胃腸炎

感染経路
一般的に、飛沫感染・
接触感染により起こる。
飛沫のウイルスが手
指に付着し、口や鼻の
粘膜から感染する。

症　　状
３８℃以上の発熱、頭
痛、関節痛、筋肉痛な
どの全身症状
呼吸器症状…咳、のど
の痛み、鼻水等

予防方法
うがい、手洗いの徹底、部屋の
換気はこまめにしましょう。
流行期は人が集まる場所への
参加を避ける、マスク着用、咳
エチケットを心がけましょう。

感染経路
経口感染といって、汚染された
食品や飲料水から感染します。
患者や症状のない保菌者か
ら排出された菌が手指に付着
し、口を介して感染します。

その他
下痢・嘔吐などの症状がある場合は、行事や
給食等で直接食品を扱う作業を行わない。

症　状

下痢（水様便
から血便等
様々）、嘔吐、
腹痛、発熱

予防方法
調理前や食事前、トイレの後は、
流水とせっけんでよく手を洗う。
トイレの便座・ドアノブ・水道
の蛇口等、手で触る部分はこ
まめに消毒する。

感 染 症

こんにちは、 公立鳥取環境大学です！こんにちは、 公立鳥取環境大学です！

　環境学部では、自然環境の保全、循環型社会の形成な
ど幅広く環境について学び、経営学部では、ビジネスに
必要な会計、ファイナンスなどの基礎を学んだり、地域の
経済を元気にする方法について学修します。
　また、大学内には英語村があり、外国人のスタッフと英
語で会話をすることで、英語を楽しく学ぶことができます。

　環境大学では、学生に応じた就職サポートに力を
入れています。卒業生は、県内外の企業や、銀行など
の金融機関に就職したり、教員、公務員として活躍し
ており、近年の就職率は約98％と高くなっています。

英語村での様子

環境だけでなく、経営も英語も学ぶことができます

全国トップレベルの就職率まちなかキャンパスに
遊びにきませんか

●入学金の１／３が減免されます。
●月額２万円（アパート賃貸借などの学生）もしくは
　１万円（自宅通学の学生）が給付されます。

県内出身学生への支援制度があります

明倫館 (男子寮)

清和寮 (女子寮)

男子寮の食堂

男子寮の寮室

申込
資格

申込
締切

申込
方法

大学、短大に入学予定
または在学中のかた。

平成３０年
１月２６日(金)
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。

寮生の声 ●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。

お知らせ・イベントコーナーお知らせ・イベントコーナー

公立鳥取環境大学は、鳥取県と鳥取市が共同で設立した大学です。
平成24年に公立大学として生まれ変わり、全国から学生の集まる

人気の大学となっています。

問合せ先

教科に関する調査結果から ＊A：知識を問う問題、B：知識をもとに活用する力を問う問題

▼授業改善が進んでいます

平成２９年度 全国学力・学習状況調査結果
小学校６年 国語A

本県平均正答率（％）
全国平均正答率（％）

76
74.8

57
57.5

77
78.6

46
45.9

国語B 算数A 算数B 中学校3年 国語A
本県平均正答率（％）
全国平均正答率（％）

77
77.4

72
72.2

63
64.6

48
48.1

国語B 数学A 数学B

※平成29年度は、都道府県平均正答率は整数値で、全国平均正答率は小数値で、国から提供されています。

■・■ 鳥取県（公立）  ■ 全国（公立）　

小学校

中学校

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

授業では、学級やグループの中で自分たちで課題を立てて、その解
決に向けて情報を集め、話し合いながら整理して、発表するなどの
学習活動に取り組んでいた （そう思う・どちらかといえば、そう思う）

75.9
75.1
77.9

71.3

■・■ 鳥取県（公立）  ■ 全国（公立）　

小学校

中学校

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

国語の授業で目的に応じて資料を読み、自
分の考えを話したり、書いたりしていますか
（そう思う・どちらかといえば、そう思う）

　児童生徒質問紙調査から「主体的・対話的で深い学び」ができていると実感している児童生徒が多い反面、小学校、中学校いずれにお
いても算数・数学の知識・技能の習得について課題が見られました。「みんなで考えることが楽しい」ということとあわせて、「授業の内容
がよく分かる」「学習したことを使ってできる」「算数・数学が好き」ということを児童生徒が実感できる授業づくりを進めます。

70.2
68.0
67.2

62.7

本年度調査問題 小学校算数から
「最小の満月の直径」を１円玉の直径としたときに「最小の満月
の直径」をもとにして１４％長くなっている「最大の満月の直径」
は、１００円玉と５００円玉のどちらの直径に近いですか。下の１と
２から選んで、その番号を書きましょう。また、選んだ硬貨のほう
が「最大の満月の直径」に近いと考えたわけを、言葉や式を使っ
て書きましょう。

　本県児童の正答率が最も低かった問題です（正答率：１１．
６％）。この問題の解決にあたっては、図形についての理解
とあわせて、百分率についての理解が求められます。本県
の児童の解答の中には、「１４％長い」という表現の理解が

十分でなかったと思われる誤答や、示された情報と場面から、数量の関
係を捉えることができなかったと思われる誤答が多く見られました。
　日常生活には割引や割増など、百分率が用
いられている場面があるため、百分率の意味
について理解できるようにすることが大切で
す。算数の授業では、数直線や線分図などの
図に表す活動を取り入れ、それらの数量の関
係を捉えられるようにすることが必要です。

１　１００円玉　　　２　５００円玉　

最大の満月の直径は、２０×（１＋０．１４）＝２２．８で、２２．８mmです。
１００円玉の直径との差は、２２．８－２２．６＝０．２で、０．２mmです。
５００円玉の直径との差は、２６．５－２２．８＝３．７で、３．７mmです。　　
１００円玉の直径との差の方が小さいので、１００円玉の方が近いです。

1円玉 100円玉 500円玉

20㎜ 22.6㎜ 26.5㎜

問
　
　
題

正
答（
例
）

毎月17日は、みんなでストレッチ！
毎月17日は

※詳細はお問合せください。

硬貨の種類とその直径


